
かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 3. 発音 ＆ アクセント（1） 

Conversación 3. ¿Cuál es tu apellido? - 君の苗字はなに？  

 

✦ 今回の表現 

✦ 母音 

・５つ　…　a, e, i, o, u una copa de vino, cumpleaños, murciélago 

母音三角形 

 

 

Lingua:  Mateo, ¿cuál es tu apellido? 

Mateo:  Giménez. 

Lingua:  ¿Giménez? ¿Con G o con J? 

Mateo:  Con G y con tilde en la E.

マテオ、君の苗字はなに？ 

ヒメネス。 

ヒメネス？G、それともJ？ 

Gで、Eにアクセント記号がつく。

1 どれ 4 アクセント記号

2 Vale. ～と 5 ～に

3 それとも

二重母音

＿＿＿＿＿＿ + ＿＿＿＿＿＿ piano

＿＿＿＿＿＿ + ＿＿＿＿＿＿ aire

＿＿＿＿＿＿ + ＿＿＿＿＿＿ ciudad

三重母音 ＿＿＿＿＿＿ + ＿＿＿＿＿＿ + ＿＿＿＿＿＿ Paraguay

a

ui

e o

閉まる

開く

横に伸びる

縦

前にすぼまる横



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 3. 発音 ＆ アクセント（2） 

✦ 読み方・書き方に注意すべき子音　※動画を参考にしてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✦ アクセントの位置 
① 単語が ＿＿＿＿＿＿ または ＿＿＿ か ＿＿＿ で終わるとき　➔　後ろから２番目の母音 
 vaso, taza, lunes. examen 
  
② それ以外のとき（単語が＿＿＿ か ＿＿＿ 以外の子音でおわるとき）➔　最後の母音 
 hotel, ciudad, ordenador 

➔ ①、②以外のときにアクセント記号（tilde）をつける 
 Japón, café, fútbol 

※二重母音、三重母音のときに注意： iglesia 

Japón, jirafa

llama, pollo 
yo, yuca

reloj, perro 
cara, estudiar

taxi, examen 
México,Texas

hola

zapato, zorro

h

j

ll ≒ y

r

x

z

banco, bebida 

vaso, vino 
b = v

casa, coco, Cuba 
Barcelona, cine 

lección

queso, quince

gato, agua 
gente, girasol 

guerra, guitarra 

bilingüe, pingüino

c
ca, co, cu 

ce, ci 
cc

que, qui

g
ga, go, gu 

ge, gi

gue, gui 
güe, güi

ciudad, pared d
語末のとき



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 3. 発音 ＆ アクセント【REPASO】 

♪　まずは Conversación 3　を覚えているか確認しましょう。 

Conversación 3.  

♪　次の単語を読んでみましょう。 

1. banco 

2. vino 

3. casa 

4. cine 

5. queso 

6. ciudad 

7. gato 

8. gente 

9. guitarra 

10.pingüino 

11.hola 

12.Japón 

13.pollo 

14.yuca 

15.reloj 

16.perro 

17.cara 

18. taxi 

19.México 

20. zapato 

♪　次の単語で強く読む母音に下線をひいてください。 

1. Paraguay 

2. casa 

3. examen 

4. taza 

5. hotel 

6. cafetería 

7. piano 

8. aire 

9. ordenador 

10. Japón 

11. café 

12. ciudad 

13. iglesia 

14. fútbol 

15. lunes 

Lingua:  

Mateo:  

Lingua:  

Mateo:

マテオ、君の苗字はなに？ 

ヒメネスだよ。 

ヒメネス？G（で書くの）、それともJ？ 

Gで、Eにアクセント記号がつく。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 3. 発音 ＆ アクセント【EJERCICIOS】 

1. 単語内の二重母音と三重母音に下線をひいてください。どちらもない単語もあります。 

例：aire Paraguay 

(1) iglesia (教会) 

(2) fiesta (パーティー) 

(3) agua (水) 

(4) toal la (タオル) 

(5) ciudad (町) 

(6) aeropuerto (空港) 

(7) Urguay(ウルグアイ) 

(8) idioma (言語) 

(9) oasis（オアシス） 

2. アクセントがおちる母音に下線をひいてください。 

(1) churros (チュロス) 

(2) gato (猫) 

(3) casa (家) 

(4) iglesia (教会) 

(5) ciudad (町) 

(6) Bol ivia (チリ) 

(7) Brasi l  (ブラジル)  

(8) Japón (日本)  

(9) café (コーヒー) 

(10) español (スペイン語) 

(11) zanahoria（人参） 

(12) paraguas（傘） 

☆ここからは動画を見ながら進めてください☆ 

3. 発音：次のスペイン語圏の国名を読んでみましょう。 

(1) Argentina 

(2) Bolivia 

(3) Chile 

(4) Colombia 

(5) Costa Rica 

(6) Cuba 

(7) Ecuador 

(8) El Salvador 

(9) España 

(10)Guatemala 

(11)Guinea Ecuatorial 

(12)Honduras 

(13)México 

(14)Nicaragua 

(15)Panamá 

(16)Paraguay 

(17)Perú 

(18)República Dominicana 

(19)Uruguay 

(20)Venezuela 

(21)Puerto Rico 

4. リスニング：単語を聞いて、アクセント記号が必要な場合は書き込みましょう。 

(1) almohada（まくら） 

(2) construccion（建設） 

(3) avion（飛行機） 

(4) victoria（勝利） 

(5) joven（若者） 

(6) pelicula（映画） 

5. ディクテーション：聞こえた単語を書き取りましょう。 

(1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(3)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(4)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(5)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(6)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 3. 発音 ＆ アクセント【SOLUCIÓN】 

1. 単語内の二重母音と三重母音に下線をひいてください。どちらもない単語もあります。 

例：aire Paraguay 

(1) iglesia (教会) 

(2) fiesta (パーティー) 

(3) agua (水) 

(4) toal la (タオル) 

(5) ciudad (町) 

(6) aeropuerto (空港) 

(7) Uruguay(ウルグアイ) 

(8) idioma (言語) 

(9) oasis（オアシス） 

2. アクセントがおちる母音に下線をひいてください。 

(1) churros (チュロス) 

(2) gato (猫) 

(3) casa (家) 

(4) iglesia (教会) 

(5) ciudad (町) 

(6) Bol ivia (チリ) 

(7) Brasi l  (ブラジル)  

(8) Japón (日本)  

(9) café (コーヒー) 

(10) español (スペイン語) 

(11) zanahoria（人参） 

(12) paraguas（傘） 

☆ここからは動画を見ながら進めてください☆ 

3. 発音：次のスペイン語圏の国名を読んでみましょう。 

(1) Argentina 

(2) Bolivia 

(3) Chile 

(4) Colombia 

(5) Costa Rica 

(6) Cuba 

(7) Ecuador 

(8) El Salvador 

(9) España 

(10)Guatemala 

(11)Guinea Ecuatorial 

(12)Honduras 

(13)México 

(14)Nicaragua 

(15)Panamá 

(16)Paraguay 

(17)Perú 

(18)República Dominicana 

(19)Uruguay 

(20)Venezuela 

(21)Puerto Rico 

4. リスニング：単語を聞いて、アクセント記号が必要な場合は書き込みましょう。 

(1) almohada（まくら） 

(2) construcción（建設） 

(3) avión（飛行機） 

(4) victoria（勝利） 

(5) joven（若者） 

(6) película（映画） 

5. ディクテーション：聞こえた単語を書き取りましょう。 

(1) música（音楽） 

(2) teléfono（電話） 

(3) aceite（油） 

(4) paquete（小包） 

(5) rana（カエル） 

(6) japonés（日本人、日本語） 


