世界の国を知る

世界の国から学ぶ

わたしたちの地球と未来
スペイン王国

【表紙の写真】
（右上） オズボルネの看板と風車
オズボルネは洋酒メ カ 。この牛は、 トロ デオズボ
オズボルネは洋酒メーカー。この牛は、「トロ・デオズボ
ルネ（オズボルネの牛）」と呼ばれるもので、今やスペイ
ンのシンボル的存在となっています。スペインでは、道
路脇の広告看板は禁止されていますが、この看板だけ
は例外で、スペイン全国のメインロードで見られます。
また、スペインは、世界でも有数の風力大国。スペイン
において風力は、原子力とコンバインドサイクル（火力
の 種）に次ぐ有力発電です
の一種）に次ぐ有力発電です。
（左下）民族衣装をまとった子ども達
一年を通してスペイン各地で様々な祭りが行われます。
民謡や民族舞踊を披露する人だけでなく、地元の人々
も民族衣装を身にまとい、お祭気分を味わいます。写真
は聖プルデンシオ祭（4月27・28日にバスク州アラバ県
の守護聖人を祝う祭）で遊んでいる少女。
守護
祝 祭） 遊
少女
ダニエル・サルボ
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目で見るスペイン
スペイン地図
参考文献・データ等の出典
ご協力いただいた方たち
2010年度教材作成チーム

こんな想いを込めました！
愛知万博で体験した国際交流の楽しさを広げていきたい！つなげていきたい！
そんな想いが本書作成のきっかけでした。

● 国際交流は楽しい！
『世界大交流』をうたった2005年愛知万博。120カ国の文化や生活に触れたり、いろいろな国の人たちと話を
したりすることは、とても楽しい経験でした。「国際交流」はけっして難しいことではありません。自分の視野を広
げ、他者を尊重する力を育むことにもつながり、そうした力は多文化共生社会を実現するためにも欠かせません。
そんな国際交流の楽しさ、大切さを愛知から発信していきたいと考えました。

● 人の顔が見える教材をつくりたい！
人 顔が見える教材を くりた ！
「日本ってこんな国」「日本人ってこんな人」って決めつけられて違和感を感じた経験はないでしょうか？ 国全体
の概要を知ることももちろん大切ですが、何となく持っている固定概念をもしかしたら裏切るような、「へぇ〜。こ
んな一面もあるんだ」と意外に思えるような、そんな教材をつくりたいと考えました。 そうすることによって、「わた
したちが世界のことをいかに知らないか」ということや「普段見聞きしている情報はほんの一面にすぎない」という
気
、
住
人
身近 感
。
ことに気づいてもらうとともに、そこに住んでいる人々を身近に感じてもらえたらいいなと思います。

● 世界の国から学ぶ！
どんな国もいいところ、悪いところ、いろいろな面を持っています。何が幸せなのか、「豊か」の基準は何なのか、と
いった価値観もさまざまです。例えば、途上国だから「かわいそうな国」ではありませんし、紛争があるから「こわい
国」でもありません。日本にもたくさんの問題があります。様々な国の、特にすばらしいところを知ることによって、
対等な関係をつくるとともに、自分たちの地域や生活をふりかえることができると考えました。国にも人にも文化
にも優劣はないことを踏まえて、お互いに学び合える関係がつくれたらいいなと思います。

● 未来を創るのはわたしたち！
地球はさまざまな課題を抱えています。環境や人権や平和など、日本も無関係ではありません。 地球に住む
一人ひとりがそれらの課題に取り組まなければ、よりよい未来を創ることはできないのです。そしてよりよい未来
を創るためには、今、地球で起こっていることは何なのかを知り、それが自分とつながっていることに気づくことが
大切だと考えました。本書に掲載されていることは、地球で起こっていることのほんの一部ですが、それらを通し
て感じたこと、気づいたことが未来につながっていくといいなと思います。
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こんな教材です！
次のようなことを考えて作りました。
●ファシリテーター・先生用の教材です
内容については、小学生高学年以上を対象としていますが、本書自体は、ファシリテーター（参加型プログラムの
進行役）や先生に使っていただくための教材となっています。ことば遣いなど、対象に合わせて直してください。必要
に応じてコピーし、配布していただいても結構です。

●参加型で使うことができる教材です
情報・知識を聞くだけでなく、考えたり、作業をしたり、話し合ったりすることによって楽しく学べるとともに、その中
で何かを感じたり、気づいたりしてもらえるようなプログラムにしました。基本的には4〜6人のグループに分かれて行
うプログラムになっています。必ずしも正解があるものばかりではありません。参加型のプロセスを大切にしていただ
ければと思います。

●きっかけづくりの教材です
本書で紹介したのは、スペインのほんの一面です。本書だけでスペインのすべてがわかるわけではありません。
スペインに親しみを感じ、関心をもってもらうと同時に、自分たちの地域をふりかえり、地球的課題を考えるきっかけ
として活用してください。

●使い方は自由です
とはいうものの、使い方は自由です。もちろん、最初から順番にやる必要はありません。対象に応じてプログラムの
進め方を変えたり 時間的な条件によ
進め方を変えたり、時間的な条件によって短縮したりするなど調整することもできます。参加者にあわせて、どんど
短縮したりす など調整す
とも きます 参加者にあわせ どんど
んアレンジして使ってください。巻末に参考資料を掲載していますので、最新のデータが必要なときや、もっと深めた
いときは、活用してください。

●カラーデータ・写真はダウンロードできます
カラーデータ・写真については、（財）愛知県国際交流協会のホームページからダウンロードできます。ただし、著作権
は出典元または（財）愛知県国際交流協会に帰属します 学校関係や国際交流団体等が教育の目的で非営利に使
は出典元または（財）愛知県国際交流協会に帰属します。学校関係や国際交流団体等が教育の目的で非営利に使
う場合に限り、活用していただけます。

●本書の構成とマークの見方
基本的に、1項目２〜4ページで掲載しており、実際に使っていただくプログラムと、それに関する説明とで構成さ
れています。それぞれのプログラムの「ねらい」も記載していますので、参考にしてくださいなお、本書で使っている
マークの意味は次の通りです。
マ
クの意味は次の通りです。
参加型のプログラムです。
必要に応じてコピーし、配布してください。
プログラムに関する説明です。
ファシリテーター・先生用です。

プログラムで模造紙を使います。
プログラムでマジックを使います。
プログラムで付箋を使います。

プログラムのねらいです。
プログラムに使う資料です。
必要に応じてコピーし配布してください。
コピーし、カード等に切り離して
使ってください。

プログラムでＡ４用紙を使います。
裏紙等を活用してください。
データ等の出典です。
写真の撮影者です。
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なぜスペイン王国？
始まりは、2005年愛知万博「一市町村一国フレンドシップ事業」
2005年に開催された愛知万博の会期中愛知県内の市町村は、公式参加国120カ国（日本を除く）のホームシ
ティ・ホームタウンとして、地域ぐるみのホスピタリティあふれる受入を行いました。この取り組みを「一市町村一国フ
レンドシップ事業」と言います。このフレンドシップ事業では次の5つのことをねらいとしました。
●世界各地から訪れる人々に日本や日本人を理解してもらう
●迎え入れる地域の人々に 交流を通じて 世界には多様な価値や文化があることを知 てもらう
●迎え入れる地域の人々に、交流を通じて、世界には多様な価値や文化があることを知ってもらう
●万博会場内だけではなく、地域でもてなすことで、万博を相互交流を深めるための大きな舞台とする
●地域文化を世界に発信することにより、各地域が自らの文化を再発見し、地域のあり方や発展の方向性について
学ぶ機会とする
●地域に根ざした「人」と「人」との交流を万博終了後も引き継ぎ、
世界の人々をつなぐ架け橋としてさらに発展させる
この「一市町村一国フレンドシップ事業」をさらに広げ、
つなげていこうと作成したのがこの教材です。
そして、スペイン王国のホームシティは、清須市でした。

●：2012年教材作成予定の国
●：2011年教材作成予定の国
●：2010年教材作成の国
●：2009年教材作成の国
●：2008年教材作成の国
愛知万博／スペイン館
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2011年作成
予定国
（31カ国）

アルメニア共和国 インド 英国 エチオピア連邦民主共和国 エリトリア国 オーストラリア連邦 ガーナ
共和国 カザフスタン共和国 カタール国 ギニア共和国 ギリシャ共和国 コートジボワール共和国 ジブ
チ共和国 ジンバブエ共和国 スイス連邦 スペイン王国 チェコ共和国 ツバル デンマーク王国 ドイツ
連邦共和国 ノルウェー王国 バヌアツ共和国 フィリピン共和国 ブルキナファソ ベトナム社会主義共和
国 ペルー共和国 ポーランド共和国 マレーシア ミクロネシア連邦 メキシコ合衆国 ロシア

2010年作成
（3０カ国）

アゼルバイジャン共和国 アンゴラ共和国 アメリカ合衆国 イラン・イスラム共和国 インドネシア共和
国 ウガンダ共和国 カナダ グルジア コンゴ共和国 サントメ・プリンシペ民主共和国 スーダン共和
国 スリランカ民主社会主義共和国 タイ王国 タジキスタン共和国 中華人民共和国 チュニジア共和
国 トルコ共和国 ネパール連邦民主共和国 パプアニューギニア独立国 フィンランド共和国 ブルガリ
ア共和国 ベネズエラ・ボリバル共和国 ベリーズ ボスニア・ヘルツェゴビナ ホンジュラス共和国 マーシ
ャル諸島共和国 マリ共和国 ヨルダン・ハシェミット王国 リトアニア共和国 ルワンダ共和国

200９年作成
（20カ国）

イタリア共和国 ウズベキスタン共和国 エジプト・アラブ共和国 エルサルバドル共和国 カンボジア王
国 キリバス共和国 キルギス共和国 ケニア共和国 サウジアラビア王国 大リビア・アラブ社会主義人
民ジャマーヒリーヤ国 チャド共和国 ドミニカ共和国 ニュージーランド フィジー諸島共和国 ベナン共和
国 ベルギー王国 ボリビア多民族国 モロッコ王国 モンゴル国 ラオス人民民主共和国

200８年作成
（10カ国）

オランダ王国 カメルーン共和国 ガボン共和国 セネガル共和国 大韓民国 パキスタン・イスラム共和
国 パナマ共和国 フランス共和国 ポルトガル共和国 南アフリカ共和国
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スペインってどんな国？
＝ ほとばしる情熱と情感、
陽気でアツい国 ＝

スペインってどんな国？スペインマップをつくろう！
ところで、みなさんはスペインのこと、どのくらい知っていますか？

1

スペインはどこにあるでしょう？ A〜Eから選んでみましょう。

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｅ
Ｄ

2

模造紙の真ん中に、下のスペインの地図を貼りましょう。
スペインはどこの国に接していますか？ ①〜④に国名を記入しましょう。また、Ｐ.７のカードと写真は、スペイン
都市 地域
ぞ ど
だ
地
貼
の都市や地域を説明したものです。それぞれどこを説明したものだと思いますか？地図に貼っていきましょう。

①
ガリシア
サンティアゴ・
デ・コンポステーラ
デ
コンポステ ラ

アストゥリアス
カンタブリア バスク
ナバーラ
ラ・リオハ
カスティーヤ・
アラゴン
レオン

②

カタルーニャ

サラゴサ
バルセロナ

マドリッド

③

マドリッド

エクストレ
マドゥーラ

パルマデマヨルカ

トレド

バレンシア

カスティーヤ・
ラ・マンチャ

コルドバ

バレンシア

バレアレス諸島

ムルシア
アンダルシア

セビーヤ
ビ

グラナダ
ジブラルタル（英国）
セウタ
メリリャ

カナリア諸島

3
4
05

④

スペインについて、みなさんはどんなことを知っていますか？
スペインについて みなさんはどんなことを知 ていますか？ 知っていることを模造紙の空いている部分に
知 ていることを模造紙の空いている部分に
できるだけたくさん書き出してみましょう。
マップを作ってみて、スペインはどんな国だと思いましたか？ グループでまとめてみましょう。
また、全員で発表しあいましょう。

P.5のこたえと解説です。

1

スペインの概要を把握する。

スペインがある位置は Ｂ です。

アンドラ

フランス
イタリア
ジブラルタル（英国）
バレアレス諸島

ポルトガル

カナリア諸島
チュニジア
モロッコ

アルジェリア
リビア

エジプト

2

セウタ（スペイン）

メリリャ（スペイン）

① フランス

F

ガリシア アストゥリアス
バスク
カンタブリア
サンティアゴ・
ナバーラ
デ・コンポステーラ
ラ・リオハ
カスティーヤ・
アラゴン
レオン

② アンドラ
カタルーニャ

G サラゴサ

A バルセロナ

マドリッド

K

③ ポルトガル
エクストレ
マドゥーラ

マドリッド
アランフェス
トレド

I

カスティーヤ・
ラ・マンチャ

E コルドバ
B
D

H

C
バレンシア

バレンシア

パルマデマヨルカ

L

（マヨルカ島）

バレアレス諸島

ムルシア

アンダルシア
セビーヤ

J

グラナダ

ジブラルタル（英国）
セウタ

④ モロッコ

メリリャ

カナリア諸島

スペインは、イベリア半島の約85％を占める国です。「スペイン」というのは英語名で、スペイン語では
「エスパーニャ」。フェニキア語の「ウサギの島」に由来すると言われています。地中海のバレアレス諸島と
大西洋のカナリア諸島は自治州で、モロッコにある飛び地セウタとメリリャもスペイン領です。北東はピレ
ネー山脈をはさんでフランスとアンドラに
ネ
山脈をはさんでフランスとアンドラに、北西は大西洋に、東は地中海に、南はジブラルタル海峡をは
北西は大西洋に 東は地中海に 南はジブラルタル海峡をは
さんでアフリカに接しています。スペインの大部分は「メセタ」と呼ばれる高さが平均600〜750メートル
の高原からなっており、全体としては温暖な気候です。首都はマドリッド。スペインと言えば、フラメンコ、
闘牛、ガウディ、パエリア、サッカー…などが有名ですね。
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A
● スペイン第2の都市で、カタルーニャ自治州政府が
おかれる州都。
● 地中海貿易の拠点として発展
● 1888年・1929年に万博、１992年にオリンピック開
催。
● 「スペイン人である前にカタルーニャ人である」と言
われる程、地方色が強く、独自の歴史、文化、習慣、言
語をもっている。特に、会話は一般的にカタルーニャ語
で 表示や看板の多くはカタルーニャ語とスペイン語
で、表示や看板の多くはカタル
ニャ語とスペイン語
（カステヤーノ）で併記されて
いる。
● 芸術活動が盛んで、美術館・
博物館の数は70を超え、街角
でもガウディやピカソやミロなど
の作品を目にすることができる。

C
● マドリッドとバルセロナについでスペイン第3の
都市。

● スペインの南西に位置するアンダルシア州の州都
● コロンブスのアメリカ発見後、新大陸からの膨大
な品々が運び込まれ、貿易拠点として発展。現在で
もイベリア半島で最も重要な港の一つである。
● 711年から1248年までイスラムの支配下におか
れ、イスラムの名残を今に伝えている。
● 1992年の「エクスポ９２」の開催により、世界的大
都市として知名度を
あげた
あげた。
● オペラ「カルメン」の
舞台としても知られて
いる。

D
● 7つの島々から成る諸島。

● 毎年3月に行われる「火祭り」はスペインの3大
祭りの１つ
祭りの１つ。

● 「ヘスぺリデスの園」が存在した場所としてギリ
シャ神話にも登場し、数世紀にわたり「幸福の島々」
として知られてきた
として知られてきた。

● 「明るい」または「晴れ渡った」という意味で、この
市のことを「ラ・クラーラ」(La Clara)と地元では言う
ように、地中海地方特有の青い空を持つ。

● 恵まれた気候で知られ、ヨーロッパにおいて最も重
要な観光地の1つに数えられ、年間800万人を超え
る観光客を受け入れている。

● パエリア発祥の地

● 島の1つラ・ゴメラ島はコロンブスがアメリカ大陸
遠征前に最後に立ち
寄ったことで知られ、
「コロンブスの島」と
呼ばれている。

E
● 東から西へ流れるグアダルキビール川の中央に位
置する。グアダルキビールとはアラブ語で「大いなる
川」という意味で、この川に潤おされ、穀物、綿花、ぶ
どう、オリーブ等を主に産出。
● 1000年程前ここに一大文化が栄えており、当時の
人口は100万近くに達し 市内には300ものイスラム
人口は100万近くに達し、市内には300ものイスラム
寺院があったと言われる。
● 学問の町でもあり、古今東西の文献はここで翻訳
され、ヨーロッパ全土へと広がった。また、すぐれた学
者を輩出し、国外からの留学
生も多数受け入れていた。
● 旧ユダヤ人街や中庭(パテ
ィオ)の美しさ、6-7月頃、丘陵
オ) 美しさ
月頃 丘陵
地帯に広がる「ひまわり」の畑
は必見。
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B

F
● ガリシア自治州の州都で、エルサレム、ローマに次
ぐキリスト教3大聖地のひとつ。
● ピレネー山脈からサンティアゴ・デ・コンポスティー
ラへ至る巡礼の道カミノ・デ・サンティアゴの終着点
ということもあり、毎年世界中から多くの観光客が
訪れる
訪れる。
● 圧倒的な存在感を放つ
大聖堂を中心として広がる
旧市街の歴史地区は、ユネ
スコの世界遺産に登録され
ている。

G

H

● マドリッドとバルセロナのほぼ中間、エブロ川の両
岸に広がるスペインの主要都市の一つで、アラゴン
自治州の州都
自治州の州都。

● 古くから王家の保養地として使われた街で、この
街の平和への想いを込めて作曲されたギター協奏
曲でも有名
曲でも有名。

● ２００８年９月には万博が開かれ、新しいインフラが整
い、緑地帯、娯楽施設、文化施設などが町に残され
た。特に「水の塔」や「橋パビリオン」などの万博で人
気のあった建物のいくつかはそのまま残っている。

● 1850年にスペインで2番目に鉄道が敷かれたマ
ドリッドとの間の路線で、イチゴがふるまわれるシー
ズン限定の「イチゴ列車」が運行している。

I
● マドリッドから約７０ｋｍのところに位置する。
● キリスト教徒、イスラム教徒、ユダヤ教徒が長い間
共存し、それぞれが残した文化が独自性を保ちなが
らもひとつに溶け合って、独特の雰囲気を創り上げ
きた街 「
文化 街 「 世紀 歩 を止
てきた街で、「３つの文化の街」「16世紀で歩みを止
めた町」とも言われる。

J
● シエラネバタ山脈のふもとに広がるスペインでは
珍しく水に恵まれた潤いのある町。
● イベリア半島における最後のイスラム王国が栄え
た土地。
● 世界で最も美しいと言われ、数々の伝説を生んだ
アルハンブラ宮殿がある。

● クレタ島生まれの画家エル・グレコが後半生を送っ
たことでも知られている。

K
● スペインの首都で、人口約300万人、標高650ｍ、
イベリア半島のほぼ中央に位置する。

L
● 沖縄本島の約3倍の面積を持つ島。

● 政治、経済、文化の中心であるとともに、新旧コ
ントラストのある観光都市。

● 「地中海の楽園」と呼ばれ、恵まれた気候と美しい
自然、オリーブやアーモンドの畑が広がるとともに、
ヨーロッパ屈指のリゾート地となっている。

● 9世紀、スペインの歴史に大きな影響を及ぼした
アラブ人が砦（アラビア語で「マヘリット」）を築き、
アラブ人が砦（アラビア語で
マ リット」）を築き、
これが地名の由来とされている。

● ショパンとジョルジュ・サンドが暮らしたことでも知
られており、その時に「雨だれのプレリュード」が作曲
られており、その時に
雨だれのプレリュ ド」が作曲
された。

G: ダニエル・サルボ その他すべて：Ⓒスペイン政府観光局
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スペインのあれこれウソ？ホント？クイズ Ｐａｒｔ１
知ってるようで知らないスペイン。さてこれってホント？

1

スペインの首都は
バルセロナである。

4

スペインの国技
はサッカーである。

7

スペインの学校制
度は、日本と同じ 6・
3・３制である
3
３制である。

09

2

3

スペインは、スペ
イン語を公用語とする
単一言語国家である。

日本には47の都
道府県があるが、スペ
インには、２００の県が
ある。

5 スペイン料理の
特徴は、パエリアのよ
うに米を使うことであ
る。

6 ワイン用のブドウ
栽培面積は、スペイン
が世界第1位である。

8

一般的に、スペイ
ンの学校の昼休みは
2時間ある。

9

アントニ・ガウ
ディの代表的な建築
物「サグラダ・ファミリ
物
サグラダ ファミリ
ア」は今も建設中であ
る。

P.9のこたえと解説です。

意外と知らないスペインの日常を知り、
親近感を感じるとともに、知ることの
楽しさを体感する。

1

×
ウソ

2

×
ウソ

3

×
ウソ

4

×
ウソ

国技には、国から特別な待遇を受け、法令などで正式に認定されているものと、国民に深く親し
まれ その国の文化と強く結び付いているものがあります スペインで サッカ はとても人気のス
まれ、その国の文化と強く結び付いているものがあります。スペインで、サッカーはとても人気のス
ポーツですが、国技と言えば闘牛でしょう。ただ、最近は、闘牛を禁止する州も出てきており、その
存続が危うくなっています。（→P.３１）

5

×
ウソ

スペイン料理と言えば、パエリアがとても有名ですが、パエリアはもともと、バレンシア地方の郷土
料理の1つです。スペインでは地方によってとても多様な料理が
楽しめますが、その共通の特徴としては、オリーブ油とにんにくを
使っていることが挙げられます。

6

○
ホント

7

×
ウソ

8

○
ホント

9

○
ホント

スペインの首都はマドリッドです。マドリッドの歴史は古く、先史時代から人が住んでいたと言われ
ますが 首都となったのは16世紀半ばです イベリア半島のほぼ中央 標高約650ｍの高原地帯
ますが、首都となったのは16世紀半ばです。イベリア半島のほぼ中央、標高約650ｍの高原地帯
に位置し、寒暖の差が激しい気候となっています。世界3大美術館の1つと言われるプラド美術館
など、芸術や美術館がシンボルであるほか、優雅な宮殿、公園、大通りなどに囲まれる近代都市で
す。バルセロナはスペインの第2の都市で、カタルーニャ地方の中心都市です。ガウディなどの独特
な建築物が街中で見られます。
■スペイン語（カステヤーノ語）

スペインの公用語はスペイン（カステヤー
スペイン全土で公用語
■カタルーニャ語
カタ
ノ）語ですが、単一言語国家ではなく、
■バスク語
多言語国家です。カタルーニャ地方や
■ガリシア語
バレアレス諸島ではカタルーニャ語、バレ
■アストゥリアス語
■アラゴン語
ンシア地方ではバレンシア語、ガリシア
■アラン語
地方ではガリシア語、カタルーニャ州の
アラン谷ではアラン語、バスク州やナバ
ウィキペディア
ーラ州ではバスク語が地方公用語になって
ラ州ではバスク語が地方公用語になって
いる他、アラゴン語やアストゥリアス語もその地方の固有言語として認められています。

スペインには50の県があり、17の自治州にまとめられています。さらに、飛び地セウタとメリリャが
あり、それぞれ自治法によって治められています。（→Ｐ.６）

スペインは世界有数のワイン産地で、国内60の地域で様々な
種類のブドウが生産されています。ワインの生産量では、イタリ
ア、フランスに続く世界第3位ですが、ブドウの栽培面積では、世
界1位です。しかし、最近では、地球温暖化の影響を受け、ブドウ
ブドウ畑
畑がより高地へと追いやられつつあります
畑がより高地へと追いやられつつあります。
Ⓒスペイン政府観光局

スペインの学校は、６・４・２・５制です。従来は、8・3・1・5制でしたが、1992年に新制度になり、2000
年に完全に移行しました。このうち、義務教育は、初等・中等教育の10年間です。3学期制で9月
から新しい学年が始まります。ガリシア、バスク、カタルーニャ、バレンシアなどの地方では、それぞ
れの地方言語での授業がありますが、一般的にはスペイン語での授業となり、カリキュラムは教
授会によって決められます。大学までは入学試験はありません。ただ、3科目以上落第すると留年
です。
す
スペインでは、シエスタ（→Ｐ．１２⑤）があり、お昼休みがとても長いのですが、それは学校も例外で
はありません。給食がある学校もあれば、食堂がある学校もあれば、自宅に戻って昼食をとる学校
もありますが、いずれもお昼休みは日本に比べると長く、一般に2時間あります。
バルセロナのシンボルともいえるサグラダ・ファミリアは、1882年計画に着手され、その翌年から
1926年に亡くなるまでガウディが携わりましたが、完成したのは1部のみ。4本の鐘塔のうち1本
だけでした。ガウディの死後、工事は一時中断しましたが、1940年に再開され、現在も工事中で、
ガウディの死去100周年に合わせ、2026年に完成すると言われています。なお、サグラダ・ファミ
リアは、当初から寄付金によって建設されています。
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スペインのあれこれウソ？ホント？クイズ Ｐａｒｔ２
スペインに関するクイズ第２弾、いくつ答えられますか？

1

スペインでは、大
スペインでは
大
晦日の12月31日の夜、
オリーブを食べる習慣
がある。

4

スペインには「バ
ル」という飲食店がた
くさんあるが、日本の
バーと同じで、子ども
が入ることはできない。
。

7

世界で初めて地
球1周を達成したのは、
マゼランである。

11

3

2

フラメンコを見る
ときは、盛り上げるた
めに、一緒に手拍子を
たたきながら、見ること
がマナーである。

5

6 世界中に広がって
いるマヨネーズ。その
発祥はスペインである
と言われている。

8

9

どんぐりを食べて
育った豚のことを「イ
ベリコ豚」という。

「シエスタ」という
のはスペイン独特の
飲み物のことである。

スペインのカタ
ルーニャ地方では、『ド
ン・キホーテ』の作者セ
ン
キホ テ』の作者セ
ルバンテスの命日に、
本を贈る習慣がある。

スペインにも相
撲がある。

P.11のこたえと解説です。

意外と知らないスペインの日常を知り、
親近感を感じるとともに、知ることの
楽しさを体感する。

1

×
ウソ

オリーブではなく12粒のブドウを食べます。大みそかの夜、12時の鐘の音にあわせて、1粒ずつ
食べるのです。1粒ずつ皮をむいて食べるのですが、12粒ちゃんと食べることができれば、新年
は幸福になれると言われています。

2

×
ウソ

「イベリコ豚」は豚の品種名です。足が長く、蹄が黒いことが特徴
で、スペインの豚の総数の約6％しかいません。イベリコ豚の足で
作るハモン（生ハム）は最高品質のハモンとされていますが、中で
も 山を歩きどんぐりを食べて成長した豚のハモンがとりわけお
も、山を歩きどんぐりを食べて成長した豚のハモンがとりわけお
いしいと言われています。こうしたハモンは、「ハモン・イベリコ・デ・
ベジョータ（どんぐりを食べたイベリコ豚のハモン）」と呼ばれます。 イベリコ豚

3

4

×
ウソ

×
ウソ

フラメンコは、もともとスペイン南部の民謡を15世紀中ごろこの地に
やってきたジプシーたちが独自の流儀で歌い踊ったことで生まれた芸能
で、歌、踊り、ギターから成ります。現在、マドリッドやバルセロナなどには、
フラメンコを専門に見せる店「タブラオ」が数多くあります。フラメンコを
メ
を専門 見せ 店「タブ オ が数多くあ ます
メ
を
見る時音楽と合わせて手拍子をたたくことは、マナー違反です。フラメン
コのリズムはとても微妙で難しく、手拍子をたたかれると、狂ってしまう
のです。終わってから拍手をしたり、踊りやギターが止まった時にかけ声
をかけることはOKです。

ウィキペディア

タブラオ

スペインのいたるところで見かけるバル。「Bar」と表記されますが、日本
見かけ
ル。
」 表記
すが、日本
のバーとは違い、朝昼晩、子どもももちろん入れるお店です。朝は、コー
ヒーやパン、チュロスをつまみ、お昼は定食などランチを楽しみ、夜はタ
パスをつまみ、ワインやビールを飲みながらおしゃべりを楽しむのです。
（→P.14）

バル
2枚Ⓒスペイン政府観光局

5

×
ウソ

「シエスタ」は、昼食後の休憩、仮眠の時間のことを言い、ラテン語の「horam sextam（古代ローマ
の第6時限１２：００〜１５：００）に由来します。スペインでは一般に、午後2時から4時が昼休みで、昼
の第6時限１２：００〜１５：００）に由来します スペインでは 般に 午後2時から4時が昼休みで 昼
食が1日のメイン料理です。お店もデパートやショッピングモールも閉まります。その分、夜は遅く、
夕食は9時以降にとることが多いです。

6

○
ホント

スペイン語でマヨネーズはMAYONESA（マヨネサ）。バレアレス諸島が発祥の地と言われ、その名
前は、メノルカ島の中心都市マオンに由来すると考えられています。ただし、フランスは、フランス
発祥と主張しているとか。

7

×
ウソ

8

○
ホント

9

○
カナリア諸島に古くから伝わるカナリア相撲（ルチャ・カナリア）がありま
カナリア諸島に古くから伝わるカナリア相撲（ルチャ
カナリア）がありま
ホント

マゼランは世界1周を果たせず、フィリピンで亡くなってしまいました。残った船員をまとめ、船長と
して1521年にスペインに戻ってきたのは、バスク人のフアン・セバスティアン・エルカノでした。世
界1周を果たしたのは、彼を含め18人。当時のスペイン王カルロス1世から「あなたは初めて私の
周りを回った」と書かれた地球儀が贈られたそうです。
4月23日は「サンジョルディの日」で、キリスト教の聖人ゲオルギウス（カタルーニャ語でサン・ジョ
ルディ）の命日で、聖人祝日です。もともとカタルーニャ地方では、この日に男女が赤いバラを贈り
合う習慣がありました。この祝日がセルバンテスの命日であり、シェイクスピアの伝説上の誕生日
であることから本に関係が深いと、カタルーニャ地方の本屋が「本に赤いバラを添えて贈る」という
習慣を広めました。日本でも1986年に日本カタルーニャ親善協会が
4月23日を「本を贈る日」に定めています。

す。丸い土俵の中で行われ、一方の足の裏以外が土に触れた時に決
着がつくのは日本の相撲と同じ。競技は両者が組んだところから始まり、
半袖シャツと半ズボンで行われます。

ウィキペディア

12

おいしそ〜♪ タパス
スペインの人々が愛してやまないタパス！ でも、タパスって何？

1
2

スペイン料理と言えば、みなさんはどんな料理を思い浮かべますか？ スペイン料理だと思うものを挙げて
みましょう。
スペイン人の食文化を語る時「タパス」は欠かせません。さて、「タパス」とは何でしょう？ 次のヒントを見て
考えてみましょう。
ヒント１

ヒント２

いろいろなお料理を味
わいたい人にはうれしい
です。

3

スペインではバルに
よって、無料で出すと
ころもあります。

おしゃべり好きな人に
もぴったりです。

次の写真は、タパスに出てくるスペイン料理を写したものです。それぞれ、何だと思いますか？

A

B

C

D

E

F

4
G

J

13

ヒント３

さて、次は、日本ではあまり見かけないあれこれ。さて、何の写真でしょう？

H

K

I

L

P.13のこたえと解説です。

料理を通して、スペインの人々の日常
生活に触れる。

地域色豊かなスペイン料理
「スペイン料理」と言えば、代表的なものとして、パエリア、ファバダ（豚と白インゲン豆の煮込み）、ガスパチョ
（冷製スープ）、トルティーヤ・デ・パタタス（スペイン風オムレツ）などが挙げられますが、固有の料理が存在する
というよりは、それぞれの地方の気候や生活様式などにあった多くの地方料理が存在するというのが「スペイン
料理」です。
パエリア

ガスパチョ

もともとは、バレンシア地方の郷土料
理。「para ella(for her＝彼女のため
に）」が語源で、男性がよそうという、
しきたりがあります。

アンダルシア地方
発祥で、ポルトガル
でも食されます。

ファバダ

トルティーヤ・
デ・パタタス
デ
タタス

アストゥリアス州の名物料理です。
この地方の白インゲン豆をファベスと
呼ぶことに由来します。煮込み料理
は、1皿目スープ、2皿目豆と野菜、3
皿目肉というように3回に分けて食べ
るのが一般的で、このような食べ方を
「ブエルコ（ひっくり返す）」と呼びます。

平らに丸く焼いた
オムレツ。日本の
オムレツは「フラン
ス風オムレツ」。

ちょっとつまめる「タパス
ちょっとつまめる「タパス」
「タパス」はタパの複数形。もともと「タパ」は「ふたをする」という意味で、ぶどう酒のグラスにハエがとまりそう
になったのを、パンでふたをしたことから始まったと言われています。それ以来、小皿におつまみを入れてグラス
にふたをして運ぶようになったことから、小皿料理を「タパス」と呼ぶようになったのです。スペインでは、夕食が
9時以降になることが多く、スペイン人の多くは、仕事が終わるとバルへ行って、タパスをつまみます。多くのバル
は常に10種類ぐらいのタパスを並べていますが、どの店も得意のメニューがあり、
人々はそれをいただきながらバルのはしごをして、仲間とのおしゃべりを楽しみま
人々はそれをいただきながらバルのはしごをして 仲間とのおしゃべりを楽しみま
す。ちなみに、串や楊枝で刺してある軽食はピンチョスといいます。

A
B
C
D
E
F

ムール貝のニンニクオイル風味
しいたけをオリーブ油でいためていただく。上にのっているのは、エビ。
いかをオリーブ油でいためた料理

バルに並べられたタパス↑とピンチョス↓

フライドポテトとスクランブルエッグと生ハム
小さな青唐辛子をオリーブオイルで揚げたもの？
ポテトサラダにパプリカとオリーブをのせたもの

日本ではあまり見ないスペインの美味しいもの＆機械

G
H
I
J
K
L

ナバハ（ナイフと言う意味）という貝。いためて、オリーブ油と塩をふっていただきます。
カルソット（ネギに似た野菜）を炭火焼で食べるカタルーニャの料理。
キハマスゲの地下茎（チュファ）。絞って水、砂糖または蜂蜜を加えて
オルチャ―タという飲み物（写真下右）を作ります。
アスパラガスです。とっても太くて、1本ずつ売られています。
チュロス（写真上）を作っているところです。
オリーブ缶の山積みです。スペイン料理にオリーブは欠かせません。

他
他にも、写真左は、クアハダ。羊の乳を固めたプリンの
、写真
、ク
。羊 乳 固
ようなクアハダ（写真下左）、シナモン風味のミルクセー
キ、レチェメレンガダ（写真下中）などがあります。レチェ
メレンガダは、横のグラスに入っているロールビスケット
で混ぜていただきます。
ガスパチョ、タパスとピンチョス：Ⓒスペイン政府観光局、 オルチャ―タ：ウィキペディア、その他すべてダニエル・サルボ
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スペインの国技『闘牛』
スペインには、500以上の常設闘牛場があり、闘牛士は、かつて人々の尊敬の対象で
もありました。そんな「闘牛」について学んでみましょう。

1

闘牛はいくつかの決まった場面で構成されています。下の写真はそれぞれの場面を写したもの、カードは
場面を説明したものです。写真とカードを組み合わせ、行われる順番に並べて、模造紙に貼ってみましょう。

A

B

C

D

E

F

❶ 牛の登場

❷

助手が牛を誘い、闘牛士
助手が牛を誘い 闘牛士
は牛のスピードや癖、性質
を観察します。

2

3
15

G

真実の瞬間

最後のとどめです。

❸ 入場行進

❹ 闘牛の終了

ファンファ レとともに、
ファンファーレとともに、
闘牛士が入場し、祭司
と観客に挨拶します。

❺ マタドールの登場

❻ バンデリジェーロの登場

15分間闘牛士と牛が
対決します。

飾りのついた銛（モリ）を牛
の背に打ち、牛に活を入れ
ます。

死んだ牛は、馬に引き
ずられ、闘牛場を後に
します。

❼ ピカドールの登場
長槍で牛の首の後ろに
あるコブを突きます。

では、みなさんは闘牛について次のことを知っていますか？ もし知らなければ、想像して模造紙の空いて
いるところに書き込んでみましょう。また、他にも知っていることがあれば、書き込んでみましょう。
● そもそも「闘牛」は何のためにやるのでしょう？
● いつごろから始まったのでしょう？

● 闘牛士ってどんな人？
● 日本人の闘牛士はいる？

● 優れた技を見せた闘牛士に、観客はどうするでしょう？

● 死んだ牛はどうなっちゃう？

全員で発表した後、答え合わせをしましょう。さて、みなさんは闘牛についてどんな感想を持ちましたか？
話し合ってみましょう。
実はこの闘牛、無くなってしまうかもしれません。その理由は… ⇒ Ｐ．３１・３２

スペインの伝統文化を通して、スペインに
対する興味関心を高める。

P.15のこたえと解説です。

B
❶ 牛の登場
牛が登場したら、助手が
カポーテ（表がピンクで裏
が黄色の襟付きマント）
を振って、牛をあおり、マ
タドールはその動きを見
て、牛の癖やスピード、気
性などを見抜きます。

F
❸ 入場行進
日没の2時間前、定刻にファンファーレが
鳴り響き、闘牛が開始されます。マタ
ドール（闘牛士）、ピカドール（槍方）、バ
ンデリジェーロ（銛旗士）の順に登場して
あいさつし、チームに分かれます。1チー
ムは、マタドール1人、ピカドール2人、バ
ンデリジェーロ3人で、それぞれ2回ずつ
演技をするのが一般的です。

❼

❻ 第2の場面：バンデリジェーロの登場
（銛（もり）打ちの場）

D

紙飾りのついた２つ1組の銛を3組、
交替で牛につきたてます。
力を奪われた牛は、新たな刺激に
よって奮い立たされます。

C

ピカドールが馬に乗って
登場します。先端が鋭利
な槍で、牛のクルス（肩
甲骨の隆起部）を3回突
き、適度に牛の力を奪い、
マタドールが仕留めやす
マタド
ルが仕留めやす
いように牛の首をさげま
す。馬は、こわがらないよ
うに目隠しされ、耳にも
綿がつめられています。

A

第1の場面：
ピカドールの登場
（槍（やり）の場）

❺ 第3の場面：
マタドールの登場（ムレータの場）

G

右手に帽子を高く掲げ、主宰者
に挨拶した後、観客に牛をささ
げることを表明するため、帽子
を肩越しに後ろに投げます。こ
越
後
投げ す
の帽子がひっくりかえると縁起
が悪いと言われます。他の闘牛
士は退場し、約15分の真剣勝
負が始まります。「ムレータ」は赤
くて丸いフランネルの布で、真
ん中に木の棒がささっています。
中 木 棒
。

❹ 闘牛の終了

E

❷ 真実の瞬間

肩甲骨の間5ｃｍほどの隙間は「針
の穴」と呼ばれ、ここを一気に刺す
と、牛は一瞬にして息絶えます。

すべて 安田文香

→ 闘牛についてはＰ.32
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魅力満載！スペインの○★※♪を巡る旅
スペインには、いろいろな魅力があふれています。
スペインを旅するとしたら、どんなテーマで旅したいですか？

1

次のＡ〜Ｈは、スペインの魅力を挙げたものです。さて、みなさんはどれに一番興味がありますか？
1つ選んでみましょう。

A

スペインには41の世界遺産があります。イタリアに次いで世界で2番目に登録数が多い国です。

B

スペインは長い歴史を持つ国です。さまざまな歴史遺産が残っています。

C

スペイン料理はパエリアだけではありません。地方によって様々な料理が楽しめます。

D

スペインにはステキな建築物がいっぱい。多様な建築物を楽しんでみましょう。

E

スペインはお祭り大好きな国。一緒に楽しめば、スペイン人になった気分！

F

スペインのサンティアゴ巡礼の道はヨーロッパ最初の文化的旅路と言われています。

G

ドン・キホーテは世の不正を正すために旅に出ました。さて、どこを訪ねたのでしょう。

H

スペインには島もあります。本土とはちょっと違った風景が楽しめます。

2

同じテーマを選んだ仲間を見つけて５〜6人のグループに分かれましょう。
さて、それぞれのグループは旅行会社です。まずは、会社名を考えましょう。

3

それでは、みなさんが興味を持ったテーマで、旅行を企画してみてください。
それでは
みなさんが興味を持ったテ マで 旅行を企画してみてください
ヒント（→P.18〜22）を見ながら、資料を集め、できるだけ多くの参加者が集まるような魅力的な企画を作
り、模造紙に企画書を作成してみましょう。どんな企画でもＯＫですが、必ず次の項目を入れるようにしてく
ださい。
○
○
○
○
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企画名（多くの人を集めることができるような、キャッチーな企画名を）
日程
訪問場所
この企画のウリ

4

できあがった企画を売り出しましょう！ 他のメンバーにプレゼンします。

5

自分が作った企画以外で、スペインに旅行するとしたら、どの企画に参加してみたいですか？ その理由は？
グループの中で話し合ってみましょう。

6

最後に、スペインの魅力は何だと思いますか？ スペインの魅力をＡ４の紙に書いて、みんなで出し合ってみま
し う
しょう。

スペインの多様性に触れ、それぞれの国の魅
力は、一面だけのステレオタイプでは語れない
ことに気づく。

P.17のヒントです。

A
C
D
E

→P.19「スペイン世界遺産リスト」
→P.13 「おいしそ〜♪タパス」
「お しそ ♪タパ
→P.21 「アントニ・ガウディの作品群」

P.22「おもしろ建築・すてきな街並み」

→P.2０ 「熱狂！スペインのフィエスタ」
スペインの地図はP．６ 主な都市についてはＰ．７〜8
さらに詳しい情報は、スペイン政府観光局のウェブサイトを見てみましょう！

B

ローマ時代にその起源をおく約
８００ｋｍにおよぶ「銀の道」は歴史
遺産に触れることのできる街道
です。

http://www.spain.info/ja/

ヒホン
サンティアゴ
デ・コンポス
テーラ

ロンセスバイェス
レオン
ソンポルト
ブルゴス

サラゴサ

サモーラ

セビーヤのヒラルダの塔
スペイン最大のカテ
ドラルにある、モスク
のミナレット（尖塔）と
キリスト教の鐘楼が
融合したヒラルダの
塔はセビーヤのシン
ボルです。

サラマンカ

バルセロナ
エスキビアス
クエンカ

トレド
メリダ
サフラ
アルマグロ
セビーヤ

F

中世の人々が歩いた道と同じ、荘厳
な大聖堂、すばらしい建造物などに
出会えるルートです。

G

ラ・マンチャを舞台にしたドン・キホーテ。
彼が敵と見立てた風車の町が広がります。

カ ポ
カンポ・デ・クリプターナ
クリプタ ナ
ドン・キホーテはこの
風車群を巨人と間違
え、愛馬ロシアンテに
またがって突進します。

サンティアゴ・デ・コンポステーラ
エルサレム、ローマに次ぐキリスト
教3大聖地のひとつです。
ブルゴスの標石
巡礼の最終目的地です。
サンティアゴ巡礼のシンボル
ホタテがついた標石が道案
内してくれます。

H

バレアレス諸島（→Ｐ.８Ｌ）とカナリア諸島（→Ｐ.７Ｄ）

７つの大きな島から成るカナ
リア諸島は、「常春の島」「大
西洋のハワイ」と呼ばれます。

イビサ島ダルト・ビラ
バレアレス諸島で3番
目に大きな島。イスラ
ムの影響を残し、「白
い島 と呼ばれます
い島」と呼ばれます。
テネリフェ島

グラン・カナリア島
すべて Ⓒスペイン政府観光局
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スペイン 世界遺産リスト
サンタンデル
３
１ ２

５

オビエド

４

サンティアゴ・
デ・コンポステーラ

６

７ ビトリア＝ガステイス

１４

１５ １６ １７

バンブロナ

８
９

ログローニョ
１８

バリャドリード

２３
２２
３３
３４

２４

マドリッド

２５

２６

パルマデマヨルカ

２７

トレド

３２

１０
１２
１１
１３ バルセロナ

サラゴサ

１９
２０ ２１

ポルトガル

フランス

バレンシア
２８
２９

アルバセ―テ

メリダ

バレアレス諸島

３０
３１

３７

ムルシア

セビーヤ
３５

３８

３６

３９

文化遺産
自然遺産

４１
４０

複合遺産

カナリア諸島
１

サンティアゴ・デ・コンポステーラ旧市街

２１ マドリッドのエル・エスコリアルの修道院と遺跡

２ サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路

２２ 古都トレド

３ ア・コルーニャのヘラクレスの塔

２３ アランフェスの文化的景観

４ ルーゴのローマ城壁

２４ アルカラ・デ・エナレスの大学と歴史地区

５ オピエドとアストゥリアス王国の建造物群

２５ クエンカの歴史的城塞都市

６ アルタミラ洞窟

２６ アラゴンのムデハル建築

７ ピスカヤ橋

２７ イベリア半島の地中海沿岸の岩絵

８ ピレネー山脈ペルデュ山

２８ バレンシアのラ・ロンハ・デ・ラ・セダ

９ バル・デ・ボイのカタルーニャ・ロマネスク様式教会群

２９ イピサの生物多様性と文化

１０ アントニ・ガウディの作品群

３０ ウベダとバエサのルネサンス建築物

１１ バルセロナのカタルーニャ音楽堂とサン・パウ病院

３１ エルチェの椰子園

１２ ポブレ
ポブレー修道院
修道院

サンタ・マリア・デ・グアダルーペ王立修道院
マリア デ グアダル ペ王立修道院
３２ サンタ

１３ タラゴナの遺跡群

３３ カセレス旧市街

１４ ラス・メドゥラス

３４ メリダの考古遺産群

１５ ブルゴス大聖堂

３５ セビーヤの大聖堂、アルカサル、インディアス古文書館

１６ アタプエルカの考古遺跡

３６ ドニャーナ国立公園

１７ サン・ミジャンのユソ修道院とスソ修道院

３７ コルドバ歴史地区

１８ サラマンカの旧市街

グラナダのアルハンブラ ヘネラリ フ アルバイシン
３８ グラナダのアルハンブラ、ヘネラリーフェ、アルバイシン

１９ セゴビア旧市街と水道橋

３９ ガラホナイ国立公園

２０ アピラ旧市街と市壁外の教会群

４０ テイデ国立公園
４１ サン・クリストバル・デ・ラ・ラグナ

19

熱狂！スペインのフィエスタ
小さいものも入れると、年間数百ものフィエスタがあるスペイン。中でも、「パンプローナの牛追い祭り」
「セビーヤの春祭り」「バレンシアの火祭り」は3大祭りと言われています。

パンプローナの牛追い祭り（サンフェルミン祭）

バレンシアの火祭り
3月12日から19日のサン・ホセの日まで行われま
3月12日から19日のサン
ホセの日まで行われま
す。1年間かけてつくられた何百体もの巨大張り子
人形が街中に飾られ、爆竹ショーや献花パレードが
行われます。そして、最終日にコンクールで優勝し
たもの以外、すべての人形を燃やしてしまいます。

7月7日のサン・フェルミン（パンプローナの守護聖人）の日
から 1週間にわたって行われます。８４６．８ｍのコースを約
800人の参加者と12頭の牛が駆け抜けます。平均所要時
間約4分。ヘミングウェイの「日はまた昇る」にも描かれて
います。ヘミングウェイは7回この祭りを訪れたそうです。
ます。 ミングウ イは 回 の祭りを訪れたそうです。

ブニョールのトマティーナ（トマト投げ祭り）
8月の最終水曜日に行われる
収穫祭。まず、石鹸を塗って滑
りやすくなった棒の先端に生ハ
ムがくくりつけられます。大勢の
人たちが、生ハムを取ろうと棒
をよじのぼりますが、すべったり、
水をかけられたりして、なかな
かとれません。やっと取れたら、
トマティーナの開始です。
合図が鳴るまで、1時間トマト
を投げ合います。終了後は、街
中洗い流されます。

バルセロナのメルセ祭
9月に行われるバルセロナ
最大のお祭り。聖母メルセ
を祝います。メルセの日24
日には、ヒガンテスと呼ば
れる巨大人形が練り歩き
れる巨大人形が練り歩き、
カタルーニャ地方の伝統
「人間の塔（カステール）」が
披露されます。

セビーヤの春祭り
正式名はフェリア・デ・アブリル（4月祭り）。 4月
中旬の月曜深夜から日曜日まで、1週間にわ
たって催されます。グアダルキビール川にそって、
200以上の店が立ち並び、美しく着飾ったセニョ
リータ、セニョーラたちがアンダルシアの伝統衣
装をまとった男性の馬に乗り、ワインを酌み交わ
しながら、歌い、踊ります。

聖週間
キリストの復活を祝う復活祭
前の1週間が聖週間（セマ
ナ・サンタ）。三角形の頭巾を
かぶった信者が、キリストやマ
リアの像を載せた山車と一緒
に巡回します。各地で行われ
ますが、セビーヤ、マラガなど
が盛大です。
聖週間：ダニエル・サルボ それ以外すべてⒸスペイン政府観光局
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アントニ・ガウディの作品群
アントニ・ガウディ（1852〜1926年）はカタルーニャ出身の建築家で、バルセロナを中心に活動しまし
た。多くの作品を残していますが、特に７点は、作品群として2005年（1984年登録されたものに追加
登録）に世界遺産に登録されました。

サグラダ・ファミリア
グエル公園

カサ・ミラ

カサ・バトリョ

パラシオ・グエル

21

カサ・ヴィセンス

コロニア・グエル教会

グエル公園・サグラダファミリア・カサパトリョ・カサミラ：ダニエル・サルボ その他：ウィキペディア

おもしろ建築・すてきな街並み

ピラール聖母教会（サラゴサ）

旧市街（サンティアゴ）
アトーチャ駅（マドリッド）

アルカーサル（セゴビア）
水道橋（セゴビア）

花の小路（コルドバ）

白い家（ミハス）

アルハンブラ宮殿（グラナダ）

芸術科学都市（バレンシア）

クルサール国際会議場（サン・セバスティアン）

グッゲンハイム美術館（ビルバオ）

ピラール聖母教会・アトーチャ駅：ダニエル・サルボ その他：Ⓒスペイン政府観光局
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フォトギャラリー

〜スペインの街角から

Ｐａｒｔ１〜

街並み

サラゴサ中央郵便局 と 国際郵便専用ポスト→

移動遊園地
ちょっとしたところもオシャレ

路面電車も走っています。
バルセロナのタクシーはこの色。
車はもちろんスペイン製セアトです。

なんだか可愛い
道路清掃車。

3人用自転車。真ん中の人は
こがなくていいので、楽ちんです。

町のいろいろなところに
ちょっとした仕掛けが。
歩くのが楽しくなりそ
うです。
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ダニエル・サルボ

第2章

へぇ〜！スペインと日本

スペインと日本のつながりいろいろ
スペインと日本、意外とつながっているんです！

次の写真は、スペインと日本のつながりを表す写真です。さて、どんなつながりでしょう？ 想像してみましょう。

A

B

C

D

E

25

Ｄ：スペイン政府観光局、 その他：ウィキペディア

P.25のこたえと解説です。

A

日本人にとっては、遠い国スペイン。実際には
古くから関係があったことを知り、スペインを
身近に感じる。

日本人を高く評価したフランシスコ・ザビエル

イエズス会の創設メンバーの一人。ポルトガル王の依頼でインドに派遣され、その後、中国を経由して、1549年に現在
の鹿児島市に来着し、日本に初めてキリスト教を伝えました。鹿児島や長崎、福岡、山口、大阪、京都などで布教を行いま
したが、ことばの問題や考え方の違いなどで来日当初は、日本での布教は困難でしたが、それでも、信徒の数は70万人と
も100万人とも言われます。日本滞在が2年過ぎた1551年、ザビエルはいったんインドに帰ります。その時同行したベルナ
ルド（洗礼名）は、日本人初のヨーロッパ留学生で、日本人で初めてローマ教皇に対面しています。1552年ザビエルは、日
本全土で布教するためには中国での宣教が不可欠として、中国に渡りましたが、そこで病死しました。彼の遺体はイエズ
ス会総長の命令により切断され、日本にも一部が展示されています。
ザビエルは、日本人を高く評価し、「私が今まで出会った民族の中で最も優れている。
日本人は一般的によい素質を持ち、悪意がなく、交際して非常に感じがよい。名誉心は
極めて強く、彼らにとって名誉に勝るものはない。概して貧しいが、貧乏を恥と考えてい
る者はない。…日本人の生活には節度がある。…住民の大部分は読み書きができる。
…この国の住民は不思議なほど健康であり、中にはまれな高齢に達する者も少なくな
い。」とローマに報告しています。
山口ザビエル記念聖堂

B

支倉常長とコリア・デル・リオの町

スペインには、「Ｊａｐｏｎ（ハポン＝日本」の姓を持つ人が約700人住んでいる町があります。
セビーヤの南約15ｋｍ、グアダルキビール川に面するコリア・デル・リオ(Coria del Rio) です。
1614年、仙台藩伊達政宗の家臣支倉常長（はせくらつねなが）率いる慶長遣欧使節が滞
在した町で、そのまま現地にとどまったキリスト教徒たちの子孫と言われています。
支倉常長は 伊達政宗の命を受けて通商の拡大を目的に 1年以上かけてヨ ロッパに
支倉常長は、伊達政宗の命を受けて通商の拡大を目的に、1年以上かけてヨーロッパに
渡航しました。コリア・デル・リオから、新大陸貿易の拠点として繁栄していたセビーヤに向
かったのです。徳川幕府のキリシタン弾圧や鎖国政策によって、目的を果たすことができ
ないまま、1620年に帰国。その頃、日本ではキリシタン禁教令が出されており、渡欧中にキ
リシタンになった常長は1922年、失意のうちに亡くなりました。
1992年、宮城県が寄贈した支倉常長像がグアダルキビール川沿いの遊歩道に建てられ
ています。
セビ
ヤの支倉常長像
セビーヤの支倉常長像

C

スペイン内戦に散ったジャック白井

2枚ともウィキペディア

スペイン内戦（→Ｐ．３３）で、共和国側の国際義勇団に入隊し、戦死した日本人義勇兵。北海道出身。孤児院で育てられ
た後、アメリカに渡り、料理人として働いていました。1936年スペイン内戦が始まると、義勇兵募集に志願し、スペインに渡
ります。1937年ブルネテの戦いで戦死。国際義勇兵の募集ポスターの一番左の兵隊は、ジャック白井をモデルにしたと言
われています。ちなみに、国際義勇兵には、アーネスト・ヘミングウェイやアルベール・カミュなども参加していました。

D

ガウディを引き継ぐ日本人 ‒サグラダ・ファミリアー

サグラダ・ファミリア（聖家族贖罪教会）は、バルセロナにあるカトリックのバシリカ（一般の教会堂より上位の教会堂）。
2代目建築家がアントニ・ガウディ。1883年から設計・建築に取り組みました。ガウディの死後、残されたわずかな資料を基
に、その時代その時代の建築家がガウディの設計構想を推測しながら、現在も建築が続けられており、公式発表では2026
年に完成すると言われていますが、すべて寄付によって進められているため、あと何年かかるかわかりません。
その広大な建築作業に日本人も関わっており、特に有名なのは、サグラダ・ファミリア主任彫刻家の外尾悦郎氏。ふらっ
と寄ったバルセロナでサグラダに関心を持ち、試験を受けて専属彫刻家となりました。教会外側の「生誕の門」では天使像
の制作を担当しましたが、その「門」は２０００年に完成し、2005年にアントニ・ガウディ作品群として世界遺産に登録されて
います。（→Ｐ．10⑨、21）

E

どちらもマグロ好き！？

実はスペインはマグロ捕獲量が世界第5位、消費量も日本に次いで、世界第2位です。しかも、日本は世界で採れるマグロ
の実に3分の1を消費する世界一のマグロ消費大国ですが、日本で消費されているマグロの70パーセントはスペインでと
れたものなのです。
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日本人はスペイン語がお好き？
実はスペイン語、日本でもたくさん使われているのです。

1

みなさんは、どんなスペイン語を知っていますか？ 知っているスペイン語を挙げてみましょう。

2

実は、あるものの名前にスペイン語が多く使われています。それは何だと思いますか？

3

では、それらの意味は？ 下のスペイン語の意味だと思うものを選んで組み合わせてみましょう。

エスクード

エルグランド

グラシア

クレスタ

グロリア

コルト

コロナ

シーマ

セフィーロ

セレナ

ディアス

プリメーラ
ディアマンテ
トレノ
・カミノ

デミオ

ドミンゴ

トルネオ

トレノ

バモス

ビスタ

ファミリア

プラド

プリメーラ
・カミノ

プレセア

プレミオ

ボンゴ

ミストラル

ミラ

ラフ（ィ）エスタ

ラルゴ

アビスパ

アルディージャ

ヴェルディ

ジュビロ

セレッソ

マリノス

レイソル

リス

私の

尾根

盾

家族

さぁ、行こう！

散歩道

毎日

緑

小舟

雷

大きな・
偉大な

歓喜

最初の道

日曜日

お祭り・休日

冷たく乾いた
北西風

桜

短い

船乗り

見て！

王と太陽

長い

宝物

（神の）
恩恵・
優美・
おもしろさ

頂上

トーナメント

蜂

ダイヤモンド

褒美

そよ風

澄みきった
展望

4
5
27

王冠

栄光・名誉

世界では、公用語がスペイン語だったり、地名がスペイン語となっているところがたくさんあります。
どんな国や地域でスペイン語が使われているでしょう？

どうしてスペイン語はこんなに広がっているのでしょう？ みんなで考えてみましょう。

身近に使われているスペイン語を学ぶことで
スペインを身近に感じるとともに、言語と歴史的
なできごとが密接につながっていることを知る。

P.27のこたえと解説です。

2 3

日本では、車の名前やサッカーチームの名前に、スペイン語が多く使われています。
エスクード＝盾

エルグランド＝大きな・偉大な

グラシア＝（神の）恩恵・優美・おもしろさ

クレスタ＝尾根

グロリア＝栄光・名誉

コルト＝短い

コロナ＝王冠

シーマ＝頂上

セフィーロ＝そよ風

セレナ＝澄みきった

ディアス＝毎日

ディアマンテ＝ダイヤモンド

デミオ＝私の

ドミンゴ＝日曜日

トルネオ＝トーナメント

トレノ＝雷

バモス＝さぁ、行こう！

ビスタ＝展望

ファミリア＝家族

プラド＝散歩道

プリメーラ・カミノ＝最初の道

プレセア＝宝物

プレミオ＝褒美

ボンゴ＝小舟

ミストラル＝冷たく乾いた北西風

ミラ＝見て！

ラフ（ィ）エスタ＝お祭り・休日

ラルゴ＝長い
ラルゴ
長い

アビスパ＝蜂
アビスパ
蜂

アルディージャ＝リス
アルディ
ジャ リス

ヴェルディ＝緑

ジュビロ＝歓喜

セレッソ＝桜

マリノス＝船乗り

レイソル＝王と太陽

スペイン語に由来する日本語としては、プラザ（plaza）、カルデラ（caldera：カナリア諸島の噴火口の名。「釜」の
意味）、カスタネット（castanet：小さな栗の実の意)、ポンチョ（poncho）などがあります。タバコ、ゴムもスペイン語
が語源となっていると言われています。また、エルニーニョ、ラニーニャ、チワワ、マンタ、リアス式海岸、ナタデココ
などもスペイン語です。

4

さらに、アメリカや中南米の地名、国名などもスペイン語が多く使われています。例えば…

ロスアンゼルス（天使）、サンフランシスコ（キリスト教の守護聖人の名前）、フロリダ（花が咲いた）、ラスベガス
（肥沃な平原）、ネバダ（雪の積もった）、コロラド（カラフル）、プエルトリコ（豊かな港）、ブエノスアイレス（きれ
いな空気）、エルサルバドル（救世主）、エクアドル（赤道）、コスタリカ（豊かな海岸）、ガラパゴス（淡水亀）

世界の中のスペイン語
スペイン語を公用語としているのは、スペインのほか、中南米18カ国、アフリカ1カ国となっており、スペイン語
は、国連の6つの公用語（英語、フランス語、ロシア語、中国語、アラビア語、スペイン語）の1つとなっています。
ヨーロッパ：スペイン
中南米： メキシコ、コスタリカ, グアテマラ、エルサルバドル、パナマ、
ホンジュラス、ニカラグア、キュ
ホンジュラス
ニカラグア キューバ
バ、ドミニカ共和国、
ドミニカ共和国
コロンビア、ベネズエラ、エクアドル、ペルー、ボリビア、チリ、
アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ

アフリカ ： 赤道ギニア
このほか、アメリカでは、プエルトリコ（自由連合州）でスペイン語
が公用語、ニューメキシコ州でも事実上公用語となっているほか、
フロリダやカリフォルニアなど南部の州でもスペイン語を話す人
が多く、「ヒスパニック」と呼ばれています。ブラジルなどスペイン語
を公用語にしていない中南米諸国でも第二言語として多数の人
が使います。また、1986年に公用語から外されましたが、フィリピ
ンでもスペイン語が重要な地位を占めています。
一方、スペイン本国では、30％近くがカタルーニャ語、ガリシア語、
バスク語、バレンシア語、マヨルカ語などを第一言語（→P.10）、ス
ペイン語 （ カステヤーノ語
カステヤ ノ語 ）を第ニ言語として使用しています。
）を第 言語として使用しています

5

このように、スペイン以外でスペイン語を公用語としている国が
多いのは、かつてスペインが多くの国を植民地としていたからです。

世界の使用言語別人口（単位：100万人）
言語名（使用人口）

１

中国語（1,075）

２

英語（514）

３

ヒンディー語（496）

４

スペイン語（425）

５

ロシア語（275）

６

アラビア語（256）

７

ベンガル語（215）

８

ポルトガル語（194）

９

マレー・インドネシア語（176）

１０

フランス語（129）
出典：TIME ALMANAC（2005）
文部科学省ウェブサイト
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ちょっとブレイク

〜ピッチは民族の熱い闘い！？〜
スペインのプロサッカー「リーガ・エスパニョーラ」
プリメーラ・ディビシオン（1部リーグ）、セグンダ・ディビシオン（2部リーグ）からなるスペインのプロサッカーリーグを
「リーガ・エスパニョーラ（通称ラ・リーガ）」と呼びます。セグンダ・ディビシオンの下には、セグンダ・ディビシオンB（2部
リーグB）、テルセーラ・ディビシオン（3部リーグ）もあります。プリメーラ・ディビシオンには20チームが属し、下位3チー
ムは自動的にセグンダ・ディビシオンに降格します。
スペインにサッカーが伝わったのは19世紀末ごろ。南西部アンダルシア地方にある港町のウェルバにある銅鉱山を
が
ご
ダ
バ
イギリス人が操業しており、労働者のレクリエーションとして伝えられたと言われています。その時のクラブ名が「レク
レアティーボ・ウェルバ」。同じころ、他の地域でもサッカーが始められ、現在の強豪チーム「レアル・マドリッド」や「FCバ
ルセロナ」が創設されたのもこの頃です。「レアル・マドリッド」は1902年、カタルーニャ人の学生によってつくられまし
た。裕福な資産家の息子たちが、イギリスに留学し、サッカーを覚えて帰ってきたのです。一方の「FCバルセロナ」は
1898年、バルセロナに住んでいたイギリス人が中心となって作られました。その頃のバルセロナは繊維の街として知
られ、産業革命の流れで多くの外国人が住んでいたのです。
られ、産業革命の流れで多くの外国人が住んで
たのです。

エル・クラシコ（伝統の一戦） レアル・マドリッド vs FCバルセロナ
世界最高峰を誇るリーガ・エスパニョーラは大人気。今やスペインの文化と言ってもいいくらいです。特に、サッカー
クラブは地域に密着しており、まさに、試合は地域と地域のぶつかり合い。そのため、各地域の選手を寄せ集めたス
ペイン代表チームはあまり人気がありません。中でも、熱い戦いを繰り広げるのは、レアル・マドリッドとFCバルセロナ。
カスティーニャ人とカタルーニャ人の民族の誇りをかけた一戦です。
、様
国 集
国
。 世紀
世紀
、
」
」
そもそもスペインは、様々な国が集まってできた国です。13世紀〜15世紀にかけては、「ナバーラ」「アラゴン」「カ
スティーリャ」「グラナダ」の４つの勢力に分かれており、それが次第に統一されたのです。それは、スペインの国章に
も表れています。
神聖ローマ皇帝
カール5世の王冠

カスティーリャ王国の紋章

アラゴン王国の紋章

ブルボン家
（現在のスペイン王室）

スペインの国章
スペイン王の王冠

レオン王国の紋章
（1230年カスティーリャ王国
と統合）

ナバラ王国の紋章

グラナダ王国の紋章
ヘラクレスの柱
（ジブラルタル海峡の古い呼び名。「もっと遠くへ」と書かれている。）

バルセロナがあるカタル ニャ地方には「カタル ニャ アラゴン王国 が マドリッドには「カスティ リャ王国 が存在
バルセロナがあるカタルーニャ地方には「カタルーニャ・アラゴン王国」が、マドリッドには「カスティーリャ王国」が存在
していましたが、1701年の王位継承戦争でハプスブルク家がブルボン家に敗れ、カタルーニャは孤立してしまいまし
た。ブルボン家は、カタルーニャ独自の法律や特権を廃止し、カステヤーノ語の使用を義務づけました。政治の世界か
ら締め出されたカタルーニャ地方は、やがて経済的な発展を遂げることになります。しかし、スペイン内戦後、再び厳
しい時代を迎えることになったのです。政治面はもちろん、カタルーニャ語の使用もカタルーニャ語の本の出版もカタ
ルーニャ語の名前を名乗ることも禁止され、徹底的に弾圧されました。そうした状況の中、カタル―ニャの人々が抵
抗し、自分たちの感情を表現できる場所はサッカーでした。
現在、カタル―ニャ語は公用語として保障され、多様な文化を尊重しなければいけないと憲法でもうたわれていま
すが、「エル・クラシコ」はそうした歴史的な独特の意識がその背景にあるのです。
その他、スペイン北部のバスク地方にある「アスレティック・ビルバオ」も民族意識が特に強いチームで、バスク純血
主義の基にチームが構成されており、選手はバスク人だけです。
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第3章

一緒に考えよう！こんな課題

闘牛禁止！？伝統文化か動物愛護か？
もし、みなさんが大切だと思っている伝統文化がなくなってしまうとしたら…。
さて、どうしますか？

1

まずは、次のニュースを読んでみましょう。

スペイン北東部カタルーニャ自治州の議会は28日、闘牛を2012年1月1日から禁じる条例を
賛成68、反対55、棄権9で可決した。
可決の瞬間、議場には歓声が沸き起こった。闘牛は1991年にスペイン領カナリア諸島で禁止さ
れているが、スペイン本土で禁止されるのは初めて。
動物愛護団体は、他州もこれに追随するよう求めている。
闘牛はスペインの国技とも言われ、闘牛士は英雄のように扱われてきた。だが近年は、若者を中
心に、闘牛人気が急速な衰えを見せている。2007年のある世論調査では、国民の4人に3人が、闘
牛には興味がないと回答した。
同州では人気の低下が特に顕著で、州都バルセロナで
稼働している唯一の闘牛場における前年のシーズンチケ
ット保有者数は数百人程度。首都マドリッド最大の闘牛
場における2万人を大きく下回った。
同州は、独自の言語と文化を持ち、スペインからの独立
を求める声も多い。闘牛禁止条例は表向きは動物愛護の
を求める声も多い
闘牛禁止条例は表向きは動物愛護の
ためとしているが、独自のアイデンティティーを強調する狙
いがあるとの見方もある。

2

3

4

5
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マエストランサ闘牛場
：Ⓒスペイン政府観光局

さて、それではみなさんは、このニュースを読んで、どう思いましたか？ 「闘牛禁止」に賛成ですか？ 反対で
すか？ それはなぜですか？ グル
プで自由に話し合ってみましょう。
グループで自由に話し合ってみましょう

他のグループの意見も聞いてみましょう。

闘牛についての議論の1つに、「闘牛は伝統文化なのか、動物に対する虐待なのか」というものがあります
が、日本でも昔から続く捕鯨や相撲に関して同じような議論が起こっています。例えば、「クジラは資源なの
か、自然環境の1つなのか」「相撲は伝統文化なのか、スポーツなのか」など。
こうした議論について、みなさんはどう思いますか？

この議論に正しい答えはありません。この議論を通して、みなさんはどのようなことを感じましたか？
感想を話し合ってみましょう。

P.31の解説です。

闘牛の事例を通して、国際社会の中で1つの国
の価値観を、新しい時代の中で伝統的な文化を
どう位置づけるか、考える。

闘牛をめぐる動き
スペインでは、人々の娯楽がかつての闘牛からサッカーに移り、観客数が激減していました。特に、2000年代
に入り、動物愛護団体からの強い批判にもさらされ、2007年8月に国営放送が闘牛の生放送を中止してから
は予算削減もありスペインでの試合回数もかつての2/3まで落ち込んでいました。2007年のスペインでの国勢
調査では3/4の国民が関心がないと回答があったほど人気が低迷していたのです。
バルセロナでも唯一の闘牛場・ラ・モニュメンタルで年に数十回開催されるだけになっていました。
1991年にカナリア諸島で初の「闘牛禁止法案」が可決され、2010年7月28日にはカタルーニャ州で闘牛禁
止の法案が可決、2012年から州内で闘牛を行なうことを禁止にしたのです。（これに先立つ2011年にはスペイ
ン全土でテレビ中継の終了が決定しています）。
こうした動きの背景には、人気低迷や動物愛護の高まりのほか、独自の文化を持つカタルーニャ自治州のス
ペインからの独立というカタルーニャ地域主義あるとみられています。（→P.29）

闘牛あれこれ
闘牛はいつから？ どうして行われるの？
闘牛の起源は不明ですが、「ギリシャのクレタ島の牛
の宗教的祭典」「ローマのコロセウムの人間と動物の
格闘」「騎馬で野生の牛を槍で突く貴族の狩猟の風
習」など、さまざまな説があります。スペインで最も古
い現在の形の闘牛場は、1784年に開場されたロンダ
（セビーヤからバスで２〜３時間）のマエストランサ闘牛
場（→Ｐ．31）で、現在では、観光施設になっています。

優れた技を見せた闘牛士には？
牛が息絶えると、闘牛士は観客から評価されます。
その評価は新聞にも掲載されます。感動的な闘牛の
場合は、観客席が白いハンカチに包まれます。高い評
価の闘牛士には、死んだ牛の耳が与えられます。最終
的な評価を決めるのは主宰者ですが、観客の半分以
上が白いハンカチを振っているときは、耳を1枚与え
ないといけないことになっています。評価の順は次の
通りです。
ブーイング ⇒ 沈黙 ⇒ 拍手 ⇒ 場内一周 ⇒
耳1枚
耳
枚 ⇒ 耳
耳2枚
枚 ⇒ 尻尾
耳を2つ以上とった闘牛士は、正面の門から
肩車で退場することができます。

闘牛はいつ行われている？
闘牛の季節は3月〜10月（場所によっては
9月）。最近は季節や天候に影響を受けない
屋根付き闘牛場なるものができ、冬でも行
われることはありますが、本来、闘牛は夏のものなの
です。客席がソル（日向）とソンブラ（日陰）に二分さ
れ、ソンブラの席のほうが値段が高いのは、闘牛がジ
リジリと照りつける夏の太陽の下で行われるからなの
です。

闘牛士ってどんな人たち？
スペイン最初の闘牛学校は、１８３１年セビー
ヤに開校しました。現在、スペインには１０か所
余りの闘牛学校がありますが、正闘牛士にな
れるのは、ほんのひと握りです。さらに、闘牛収入
だけで生計を立てられるのは、スペイン全土で数
十人程度です また 記録によると1747年から
十人程度です。また、記録によると1747年から
1947年の200年間の間に闘牛の角にかかって死
んだ闘牛士の数は365名だそうです。現在、日本
人は唯一人、濃野平（のうの たいら）氏がプロ闘
牛士（ノビジェロ・コン・ピカドール：満３歳牛の仕留
め士）として、マタドール（満４歳牛の仕留め士）を
目指し頑張っています。

牛はどうなっちゃう？
闘ったあと牛はどうなるかというと、ふつうはその
まま引きずられて退場します。特に勇敢に闘った
牛は、場内を1周。まれに、死を免除され、種牛と
して残される場合もあります。死んだ牛は、2頭の
馬によって外に運ばれ 併設されている解体場で
馬によって外に運ばれ、併設されている解体場で
すぐに解体されます。そして市場に並ぶか、レスト
ランに出されるのです。

どんな時行われている？
闘牛はお祭りと密接に結びついて
います。スペインではお祭りがあると、必ずといってい
いほど闘牛が行われるのです。バレンシアの火祭り
も、セビーヤの春祭りも、パンプローナの牛追い祭り
も、マドリッドのサン・イシドロ祭りも、例外なく闘牛が
行われます。フィエスタ・ナシオナル（国民的祝祭）と
いう単語はそのまま闘牛を意味するほどです。

牛 赤
牛は赤に興奮する？
奮
ちなみに、牛は布（ムレータ）の赤い色に興奮しているわけではありません。牛には、色を見分ける能力がないのです。
牛が興奮しているのは、布がひらひら動いているからです。黄色や緑の布をひらつかせても同じよう
に反応します。赤い布（ムレータ）を使うのは、むしろ人間…つまり観客・闘牛士を興奮させるためです。
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スペイン内戦から学ぶこと
実は、スペインにも悲しい過去があるのです。

1

この絵は、ピカソの有名な絵「ゲルニカ」です。何を表した絵か知っていますか？
また、この絵を見てどんなことを感じますか？

2

次の資料は、「スペイン内戦」について書かれたものです。読んでみましょう。
（参加者によっては、ファシリテーターまたは先生が説明してください。）
19世紀から20世紀初頭にかけてのスペインは、権力争いが繰り返され、政治情勢
世紀か
世紀初頭 かけ
ペイ は 権力争 が繰 返され 政治情勢

が混とんとしていました。特に、1898年に起こった米西戦争での敗北はスペイン衰退の
象徴であり、人々の間には反戦ムードが広がったのです。
それでも政府は大国の威信を示すために、モロッコ侵略（1909年〜27年）に手を出し、政治的にも経済的にも不安
定な状況が続きました。国内では反政府運動が広がるとともに、カタルーニャ地方の地方主義が強まりますが、プリモ・
デ・リベラ将軍の独裁政治によって抑えられます。しかし、その政権も1929年の世界恐慌によって倒れ、リベラを首相
にした国王に対する不満もあり 君主制を打倒し共和制を樹立しようという動きが広がりました 1931年の統 地方
にした国王に対する不満もあり、君主制を打倒し共和制を樹立しようという動きが広がりました。1931年の統一地方
議会選挙で共和制を支持する政党が圧勝し、第2共和制政府が樹立しました。共和制政府は、農地改革による大土
地所有の解体、宗教改革でのイエズス会の解散、カタルーニャやバスクへの自治権付与などの改革を進めました。し
かし、地主、教会、軍部を中心とするブルジョアとの対立が続き、1936年、フランコ将軍がスペイン領モロッコからクー
デターを起こして、ついに内戦に突入してしまったのです。
この内戦では、民衆も政府も軍隊も分裂してしまいました。また、旧ソ連が共和国側に軍事物資を提供するほか55
カ国4万人から成る「国際義勇軍」が結成された一方
カ国4万人から成る
国際義勇軍」が結成された 方、フランコ側にはドイツ、イタリアが大量の武器、兵員を援助、や
フランコ側にはドイツ イタリアが大量の武器 兵員を援助 や
がてはドイツ、イタリアも直接参戦するなど欧米各国が介入しました。1937年には、ドイツ軍がスペイン北部バスク地
方のゲルニカにおいて、一般市民に対し空爆を行うという大惨事が起こり、それを描いたのがピカソの「ゲルニカ」なの
です。
3年弱におよぶスペイン内戦はフランコ側の勝利で幕を閉じ、共和国政府は消滅しました。やがて、世界は第二次
世界大戦へ。スペインは直接には参加しませんでしたが、国際社会に復帰したのは１９５３年です。

3
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スペイン内戦はどうして起こってしまったのでしょう？ 一般に戦争はどうして起こってしまうのでしょう？
また、どうすれば戦争にならずにすむのでしょう？ 「スペイン内戦」の資料から考えてみましょう。

対立が起こる要因は1つでないこと、また解決
方法も１つではないことに気づく。

P.33の解説です。

ゲルニカとピカソ
ゲルニカは、バスク州ビスカヤ県の都市です。１９３７年、フランコ軍によるバスク地方攻撃の一環として爆撃さ
れました。バスク地方は、通信所などの軍事目標があったほか、共和国軍の補給路の要であったため、それを
妨げるための攻撃でした。ゲルニカには、ドイツ軍やイタリア軍も加わり、無警告で約２００トンの爆弾が投下さ
れた他、銃爆撃も行われ、1600人を超える市民が死傷しました。この攻撃が行われると、世界中にフランコ軍
への非難が広がりましたが、フランコは「ゲルニカを攻撃し、子どもや尼僧まで殺傷したのは、バスク民族主義
者のねつ造によるもの」という宣伝を広めました。実際にはフランコ軍を支援するドイツ爆撃隊による攻撃であ
り 史上初めての都市無差別空爆であったことが確認されています
り、史上初めての都市無差別空爆であったことが確認されています。
ちょうどそのころ、パリに滞在していたピカソは、依頼されていたパリ万国博覧会
スペイン館の壁画として、闘牛を描く予定を急きょゲルニカを主題とすることに変
更し、1ヶ月弱で書き上げました。それが、この「ゲルニカ」です。この作品は、戦火を
逃れ、ニューヨーク近代美術館に預けられました。第二次世界大戦後もフランコ将
軍の政権下にあったスペイン政府は絵の返還を求めましたが、「スペインに自由が
戻るまで絵は戻さな 」とピカソが拒否。
戻るまで絵は戻さない」とピカソが拒否。１９７３年にピカソが、１９７５年にフランコ将軍
年にピカソが、
年にフランコ将軍
が亡くなった後、再び返還交渉が始まり、１９８１年スペインに返還されました。現在
は、マドリッドのソフィア王妃芸術センターに展示されています。

ソフィア王妃芸術センター
Ⓒスペイン政府観光局

この作品は、縦3.5m、横7.8mの大作。愛する祖国の惨禍を闘牛に象徴し､黒･
白･灰という色調で､不条理と悲劇を訴えました｡ 闘牛については牡牛をファシズ
ム､馬を抑圧された人民とする解釈と共和国軍とフランコ軍を象徴するという解
釈とがあります｡目の形をした電球が中央の上に描かれていますが、これは、爆撃
の閃光を表すだけでなく、戦争の支配力を表しています。さらに、壊れた刀を握る
負傷した兵士や、死亡したわが子を抱える女性、宙に浮く女性、燃えている女性、
逃げる女性の姿、苦しみ悶える馬などが描かれ、「戦争は、自由や個人の欲望な
ど、全てが失われてしまう。残されるのは悲痛と虚無」という強いメッセージが伝え
られています。

スペイン内戦の背景とその後
スペイン内戦は、古い体制から抜け出そうとする動きの中で、軍事国家を構築しようとした軍部と社会革命
を目指す労働者などとの対立によって起こり、当時の英仏対独伊という国際情勢がからまって、泥沼化した悲
劇の戦争でした。戦争にいたるまでには、さまざまな背景があります。
○ 1585年の無敵艦隊敗北後、それまで栄華を誇っていたスペインはどんどん衰退し、国内外の権力争い
が絶えませんでした。スペイン王位継承戦争（1701年）、スペイン独立戦争（1808年）、米西戦争（1898
年）など。1841年以降、軍によるクーデターは200回以上にも及びます。
○ 世界大恐慌の影響による経済的な不安定がありました。
○ スペイン国内も世界も２つのイデオロギー（ファシスト対反ファシスト）が対立していました。スペイン内戦
で国際義勇団が結成されたのは、反ファシストとして外国人が集まったからです。
○ 労働者と資本家との対立がありました。
○ カタルーニャ地方、バスク地方など地方の自治運動がありました。
○ 諸外国の思惑（たとえば、ドイツの空爆強化など）に利用された一面もありました。
諸外国の思惑（たとえば ドイツの空爆強化など）に利用された 面もありました
スペイン内戦は、フランコ軍の勝利で終結しました。フランコ将軍は、共和国軍の約5万人に死刑判決を出し、
その半数を処刑しました。また、自治権を求めて共和国側についたカタルーニャ地方とバスク地方については、
カタルーニャ語、バスク語の公的な場での使用を禁じるなどし、自治を認めませんでした。その後、第二次世界
大戦が始まり、スペインは直接参戦せず、中立という立場を貫きました。1955年には国際連合に加盟、1960年
代から70年代にかけて「スペインの奇跡」と呼ばれる目覚ましい経済復興を遂げましたが、1975年フランコが
代から
年代にかけて ス インの奇跡」と呼ばれる目覚まし 経済復興を遂げましたが、
年フランコが
亡くなるまで、独裁政治は続きました。1978年、新憲法が承認され、立憲君主制に移行。1986年にはECに加
盟しました。一方で、バスク人居住地域を一つの独立国家として分離させることを目標とするETA（バスク祖国
と自由）が1959年に結成されるなど、課題も残っています。
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フォトギャラリー

〜スペインの街角から

Ｐａｒｔ２〜

チーズとオリーブとワイン…定番です。

おしゃれなカップル。
よく見かける光景です。
ん？ 日本のアニメ？
おしゃれなおじいちゃん。

バル「ごきぶり」？？

テーブルとテーブルの間の背の高いの
はストーブです。

カフェの向こう見えるのはローマ時代の遺跡です。

スーパー

とにかく量が多いっ！！ なんだか豊かな気分になれますね。

チーズ
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チュロス

生ハム
ダニエル・サルボ

第4章

そして未来へ

ランキングで考える元気な地球のつくり方
今、日本は元気でしょうか？ 地球は元気でしょうか？

1

まずは、次のニュースを読んでみましょう。
日本のＧＤＰ、中国に抜かれ世界第3位に！
ＧＤＰ（国内総生産）は国の経済力を表す指標で、その国で1年間つくられたものや提供された
サービスなどの金額をすべて合計した数字。内閣府が2010年2月14日発表した10年の日本の
名目ＧＤＰがドル換算で5兆4,742億ドル（479兆2,231億円）となり、中国の名目ＧＤＰ５兆8,786億
ドル（39兆7,983億元）を下回り、世界第3位になりました。日本は1968年以来世界第2位の経済
大国でしたが、43年ぶりにその座を明け渡しました。

2

3

では、Ｐ.39の資料を見てみましょう。国際通貨基金（ＩＭＦ）による「国内総生産（ＧＤＰ）」「人間開発指標（ＨＤＩ）」
「国民総幸福度（ＧＮＨ）」の国別ランキング上位を表した表です。（→詳細P.38）Ａ〜I にはどこの国が入ると
思いますか？ また、①のニュースとこれらの表を見て、どんな感想を持ちましたか？
みんなで話し合ってみましょう。
では、これから日本はどんな国を目指していったらいいと思いますか？自分自身がどんな国で暮らしたいかを
考え、次のカードの優先順位の高いものから下のように並べ、その理由も考えてみましょう。（下のカード以
外に新しいカードをつけ加えてもＯＫです。）

経済力の強い国

食料自給率の高い国
高

古くからの伝統文化
を守り続ける国

多様な人々を受け入
れる多文化共生の国

↑
優先順位
↓
低

誰もが平等な国

自然豊かで環境を
守る国

誰もが高い質の教育
を受けられる国

4

グループでそれぞれが考えたランキングを共有し、その理由もお互いに伝えてみましょう。

5

グループで話し合ってみて、どんな感想を持ちましたか？全員で感想を話し合ってみましょう。

6

では、グループのみんなが暮らしやすい国を実現するために大切なことは何だと思いますか？「国が元気」と
いうのはどういうことだと思いますか？ グル
グループでまとめ、模造紙を２つに分けて、左半分に書き出してみま
プでまとめ、模造紙を２つに分けて、左半分に書き出してみま
しょう。

7

さて、みんなが⑥で書いた模造紙をもう一度見てみましょう。日本が元気になった時、日本以外の他の国
は元気ですか？日本が元気になることで、他の国の元気を奪ってはいませんか？
日本だけでなく、日本を含めた地球全体が元気になるために大切なことは何でしょう？⑥の模造紙の左半
分に書いたアイデアにつけ加えたり修正したりするものがあれば、右半分に書き出してみましょう。

8
9
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平和な国

グループで考えたことをみんなで共有しましょう。
このアクティビティに正解はありません。これまでの作業を通して、どんなことを感じましたか？
感想をみんなで話し合ってみましょう。

｢豊かさ」の指標を通して、だれもが暮らし
やすい社会とはどんな社会なのか考えよう。

P.37のこたえと解説です。

2 A
D
G

アメリカ合衆国

B

インド

C

ドイツ

ノルウェー

E

オーストラリア

F

ニュージーランド

デンマーク

H

スイス

I

オーストリア

国の状況を表す様々なランキング
● 国内総生産 （GDP：Gross Domestic Product）
GDP（国内総生産）とは、日本の国内で、1年間に新しく生みだされた生産物やサービスの金額の総和のこと
GDP（国内総生産）とは
日本の国内で 1年間に新しく生みだされた生産物やサ ビスの金額の総和のこと
です。GDPはその国の経済の力の目安によく用いられます。また、経済成長率はGDPが1年間でどのくらい伸び
たかを表わすものです。経済が好調なときはGDPの成長率は高くなり、逆に不調なときは低くなります。GDPは
市場価格をベースに計算されるため、物価の変動の影響をうけます。その物価変動を考慮しないものを「名目
GDP」、物価変動を考慮したものを「実質GDP」といいます。例えば、2009年から2010年に名目GDPが100兆か
ら200兆になったとしても、物価が2倍になっているとすると、実質GDPは100兆のままです。
GDPと似たものに、GNP（Gross National Product:国民総生産）があります。GDPが国内で新たに生産された物
やサービスの付加価値の合計額であるのに対し、GNPは国内に限らず海外の日本企業の生産額も含みます。
以前はGNPがよく使われていましたが、最近は、国内の景気をより正確に測る指標としてGDPがよく使われま
す。また、GNPとほぼ同一のものとして、GNI（Gross National Income:国民総所得）があります。1993年の国連に
よる勧告に基づき、日本政府が導入した国民経済計算の体系（９３ＳＮＡ）では、ＧＮＰの概念を廃止し、ＧＮＩを導入
しています。
経済産業省キッズページ

●人間開発指標 （HDI： Human Development Index）
人間開発の3つの基本的な側面「健康で長生きできるかどうか」「知識を得る機会があるかどうか」「人間らし
い生活を送れるかどうか」について、長期にわたる進歩の度合いを測定するための総合的な指標。国連開発計
画が毎年発表している「人間開発報告書」で報告されますが、その内容は年々修正されています。2009年ま
では、出生時平均余命、成人識字率および初・中・高等教育の総就学率、そして米ドル建て購買力平価
（PPP）に換算された1人当たりの国内総生産（GDP）に基づいて算出していましたが、2010年には新たな３項目
が追加されました。それは、
◎不平等調整済み人間開発指数
健康状況と教育状況、それに所得の分配状況に関して、どの程度の不平等が存在するかにもとづい
て、国ごとのHDIの数値に修正を加えた指標
◎ジェンダー不平等指数
女性の健康の水準と教育の水準、政治や職場への参加の度合いを考慮に入れて、国の中での男女の
格差を把握し、同時に国家間の比較を行うことを目的とする指標
◎多次元貧困指数
健康 教育 生活水準など複数の側面における世帯レベルの貧困状況を把握するための指標
健康、教育、生活水準など複数の側面における世帯レベルの貧困状況を把握するための指標
です。また、これまでの米ドル建てPPPに換算された1人当たりのGDPにかわって、米ドル建てPPPに換算され
た1人当たりの国民総所得（GNI）を用いて、生活水準については算出されています。さらに、2010年の報告書
のテーマは、まさに｢国家の真の豊かさ」。HDIは、人間の「幸福」は金銭だけでは決まらず、みずから選択し追求
するに値すると考える人生計画を実現できる可能性がどの程度あるかによって決まってくると考えています。
人間開発報告書2010

●国民総幸福度 （GNH： Gross National Happiness）
ブ タン王国のジグメ シンゲ ワンチ ク国王が1976年 国際会議で提唱した国家建設の開発理念 「国に
ブータン王国のジグメ・シンゲ・ワンチュク国王が1976年、国際会議で提唱した国家建設の開発理念。「国に
とって大切なのはＧＮＰ（Gｒoss National Product、国民総生産）よりＧＮＨ（Gｒoss National Happiness、国民総幸福
度）なんです。ペットボトルの水がよく売れる国はGNPは上がるが、自然破壊がなく、川の水が飲める国はGNH
が高い。塾で疲れた子どもたちより、自然の中で遊べる子ども達の方が幸福度が高い。」ブータンは、独自の文
化と徹底した環境保護政策から観光客が増加しており、1人当たりの国民所得は870ドルと、インドより大きく
なっています。最近では、物質的な豊かさと精神的な豊かさを共に示す基準として、「基本的生活度合い」「文
化の多様性」「感情の豊かさ」「健康」「教育」「時間の使い方」「自然環境」「コミュニティの活力」「良い統治」な
どGNH指標作りが、日本などの学者たちの間で進められています。Ｐ．39の表は2006年イギリスのレスター大
学の社会心理学者エードリアン・ホワイト氏が、全世界約８万人の人々に聞き取り調査を行った各種国際機関
（ユネスコ、CIA、WHOなど）の発表済みレポート（100種以上）のデータを分析して行った「ＧＮＨランキング」です
（イラクなどの紛争地域を除外した世界178カ国を対象）。なお、この調査で日本は90位でした。
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国内総生産（ＧＤＰ）
[2010年]

39

人間開発指標（ＨＤＩ）
[2010年]

国民総幸福度（ＧＮＨ）
[2006年]
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目で見るスペイン
国旗の色は、「血（赤）で国（黄色）を守る」という決意を示しています。図柄の城はカス
ティーリャ王国、ライオンはレオン王国、赤と黄色の条はアラゴン王国、鎖の模様はナ
バラ王国、ザクロの実と葉はグラナダ王国のそれぞれの紋章を合わせたものです。そ
してその両側にはジブラルタルと対岸のレオナ岬を表す「ヘラクレスの柱」が描かれて
います。
●面積●

●人口●
(2008年)

506,000ｋ㎡

44,486,000人

（日本の約1.3倍）

377,944ｋ㎡
127 293 000人
127,293,000
＜

●宗教●
憲法で信仰の自由が保障
されている（約７５％が
カトリック教徒と言われる）

首都

●気候帯●
●言語●
スペイン（カステヤーノ）語
（地方によってはバスク語
カタルニア語 ガリシア語
が使用されている）

マドリッド

西部 北部：
西岸海洋性気候
地中海沿岸：
地中海性気候
●通貨●
ユーロ

●平均気温●

●年間降水量●

●日本との時差●
−8時間
（サマ タイムは 7時間）
（サマータイムは−7時間）

マドリッド
14.4℃

名古屋
16.4℃

マドリッド 名古屋
440.3ｍｍ 1,580ｍｍ

正午

２0:00

◆国旗：『世界の国旗』吹浦忠正監修（Ｇａｋｋｅｎ）◆面積・首都・通貨・言語・宗教：外務省ウェブサイト「各国・地域情勢」◆人口：世界
子供白書２０１０（ユニセフ） ◆日本の面積：総務省統計局「日本の統計2010」 ◆気候帯・平均気温・年間降水量：外務省ウェブサイ
ト「探検しよう！みんなの地球」 ◆名古屋の平均気温・年間降水量：愛知県ウェブサイト「−ポケット情報あいちー土地・気象、人口、農
林漁業、事業所」 ◆日本との時差：「世界の国一覧表 2007年版」（財団法人世界の動き社）
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●主要産業●

●

日本との
●
貿易主要品目

自動車 食料品 化学品 観光産業

有機化合物 医薬品 バッグ等

自動車 加冷用・冷却用機器
映像機器等

●一人あたりのＧＮＩ●
(2008年)
31,960米ドル

38,210米ドル

●在留邦人数●

●出生時の平均余命●
出生時の平均余命
(2008年)

6,903人（2010年10月）
81年
●在日当該国人数●

83年

1,892人(2009年12月）

●

5歳未満児の死亡者数
●
（出生1000人あたり）
(2008年)

●人口増加率●
（2000〜2008年）

4人
7人

1.2％

４人

0.1％

●成人の総識字率●
（200３〜200８年）
97％

初等教育
● 純就学/出席率 ●
（200３〜200８年）
100％

●都市人口の比率●
(2008年)
77％
66％

◆主要産業・日本との貿易主要品目・在留邦人数・在日当該国人数：外務省ウェブサイト「各国・地域情勢」◆一人あたりのGNI・出生時
の平均余命・都市人口の比率・５歳未満児の死亡者数・成人の総識字率・初等教育純就学／出席率・人口増加率：世界子供白書２０１０
（ユニセフ）
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スペイン地図
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バレンシア

バレアレス諸島

ヨーロッパ
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参考文献・データ等の出典
● スペイン政府観光局

http://www.spain.info/ja/

● 外務省「各国・地域情勢」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/
● 外務省「探検しよう！ みんなの地球」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sanka/kyouiku/kaihatsu/chikyu/index.html
● 総務省統計局「日本の統計」 http://www.stat.go.jp/data/nihon/index.htm
● 財団法人日本ユニセフ協会「世界子供白書２０１０」 http://www.unicef.or.jp/library/index.html
● Ｄｅｂａｊｏ ｄｅ Luz de la Luna en ESPAÑA
● Ｅｓｐｒｉｔʼｓ Ｓｔｙｌｅ エンジニアの足つぼ

http://ixelespanyola.seesaa.net/
http://es.rojo.jp/esp/es̲esp08.html

● スペイン政府観光局各種資料
● 『現代スペイン情報ハンドブック』 坂東省次・戸門一衛・碇順治編著 三修社
● 『スペインの子どもたち』 学研
● 『スペイン検定』川成洋 坂東省次編著 南雲堂フェニックス
● 『地球の歩き方 スペイン』ダイヤモンド社・ダイヤモンド・ビック社
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