
訪問国の言語（スペイン語）についてのアンケート調査結果報告 
 
チリ、ウルグアイとスペイン語圏の国に約十日間にわたって滞在した際に、我々はどの

くらいのスペイン語を覚えることができたか、また覚えようと努力したかを調査するため

に乗組員､学生に対してアンケートを実施しました。乗組員､学生（私を除く）59 名中実に
53 名からの回答がありました。ご協力ありがとうございました。その結果を今回この学生
報告書に報告いたします。まずはアンケートの解答と結果を掲載しておきます。 

 
○意味のわかる単語をチェックしてその意味を簡単に書いてください。 
 
□(1) uno 1 
□(2) dos 2                                      
□(3) tres 3                                     
□(4) cinco 5                                  
□(5) diez 10                                    
□(6) quince 15                                   
□(7) cincuenta 50                                   
□(8) cien 100                                   
□(9) quinientos 500                                   
□(10) mil 1000                                  
□(11) correo 郵便局                                   
□(12) banco 銀行                                   
□(13) mercado 市場                                   
□(14) comedor 飲食店                                    
□(15) baño トイレ                                   
□(16) cambio 両替                                    
□(17) mar 海                                   
□(18) barco 船                                    
□(19) coche 車                                    
□(20) avión 飛行機                                    
□(21) día 日                                    
□(22) tarde 午後                                    
□(23) noche 夜                                  
□(24) mes 月                                    
□(25) año 年                                    

□(26) entrada 入り口（オードブル） 
□(27) sopa スープ 
□(28) carne 肉 
□(29) pollo 鶏肉 
□(30) pescado 魚 
□(31) agua 水 
□(32) zumo ジュース 
□(33) leche 牛乳 
□(34) cerveza ビール 
□(35) vino ワイン 
□(36) rojo 赤 
□(37) blanco 白 
□(38) azul 青 
□(39) amarillo 黄色 
□(40) verde 緑 
□(41) bien 良い 
□(42) mal 悪い 
□(43) caro （値段が）高い 
□(44) barato （値段が）安い 
□(45) bonito かわいい（カツオ） 
□(46) tener 持つ 
□(47) hacer する、作る 
□(48) comer 食べる 
□(49) beber 飲む 
□(50) querer 欲しい、したい 



 乗組員正答率 男子学生正答率 女子学生正答率 全体の正答率 

数字     

□(1) uno 100.0 100.0 100.0 100.0 

□(2) dos         87.0 100.0 100.0 94.2 

□(3) tres         82.6 100.0 100.0 92.3 

□(4) cinco        78.3 81.8 80.0 80.8 

□(5) diez         65.2 54.5 80.0 67.3 

□(6) quince      43.5 0.0 26.7 26.9 

□(7) cincuenta   39.1 27.3 20.0 28.8 

□(8) cien         56.5 9.1 20.0 34.6 

□(9) quinientos   26.1 0.0 0.0 11.5 

□(10) mil        39.1 36.4 26.7 38.5 

場所     

□(11) correo      26.1 36.4 26.7 26.9 

□(12) banco      69.6 90.9 86.7 76.9 

□(13) mercado   34.8 36.4 46.7 36.5 

□(14) comedor    17.4 0.0 20.0 13.5 

□(15) baño       39.1 72.7 53.3 48.1 

□(16) cambio     65.2 90.9 60.0 65.4 

□(17) mar        21.7 9.1 20.0 17.3 

乗り物     

□(18) barco      34.8 9.1 13.3 23.1 

□(19) coche      13.0 0.0 0.0 5.8 

□(20) avión      13.0 0.0 6.7 7.7 

期間、時間     

□(21) día        30.4 9.1 26.7 25.0 

□(22) tarde      34.8 9.1 33.3 26.9 

□(23) noche      34.8 18.2 40.0 30.8 

□(24) mes        21.7 0.0 6.7 11.5 

□(25) año        21.7 9.1 13.3 17.3 

食べ物、飲み物     

□(26) entrada 43.5 36.4 66.7 46.2 

□(27) sopa 47.8 63.6 86.7 61.5 

□(28) carne 26.1 45.5 73.3 44.2 

□(29) pollo 34.8 27.3 40.0 36.5 



□(30) pescado 34.8 18.2 46.7 32.7 

□(31) agua 69.6 54.5 80.0 67.3 

□(32) zumo 26.1 9.1 0.0 13.5 

□(33) leche 26.1 27.3 66.7 36.5 

□(34) cerveza 65.2 100.0 80.0 75.0 

□(35) vino 65.2 100.0 100.0 80.8 

色     

□(36) rojo 17.4 0.0 40.0 19.2 

□(37) blanco 34.8 9.1 53.3 32.7 

□(38) azul 13.0 0.0 6.7 7.7 

□(39) amarillo 13.0 0.0 0.0 5.8 

□(40) verde 13.0 0.0 0.0 5.8 

形容詞     

□(41) bien 34.8 9.1 26.7 25.0 

□(42) mal 8.7 9.1 0.0 5.8 

□(43) caro 17.4 27.3 0.0 13.5 

□(44) barato 17.4 0.0 6.7 9.6 

□(45) bonito 21.7 27.3 26.7 23.1 

動詞     

□(46) tener 8.7 0.0 6.7 5.8 

□(47) hacer 8.7 0.0 0.0 3.8 

□(48) comer 26.1 0.0 13.3 15.4 

□(49) beber 21.7 0.0 0.0 9.6 

□(50) querer 13.0 0.0 0.0 5.8 

 
一桁の数字はかなりの人が覚えていることがわかります。(6)の quinceはあまり出来が良
くありませんでした。11から 15は once doce trece catorce quinceとなります。16からは
10＋6＝dieciseis(diez y seis)という具合に dieciseis diecisiete dieciocho diecinueveとなり
ます。20以上の数は英語と同じように数えます。(7)の cincuentaは買い物をする際に結構
聞く機会があったと思いますが、出来はそれほど良くはありませんでした。数字を覚える

際にはお風呂の中で数を数えてみましょう。直ぐに覚えられます。 
海外ではお金を両替する必要があるので(12)の bancoと(16)の cambioはとてもよく出来
ていました。当然(15)の bañoも知らないと大変なことになります。皆さん海にはあまり行
かなかったのでしょうか、(17)のmarはあまり出来ていませんでした。 
さすがに船に乗っているだけあって(18)の barco はほかの乗り物よりも正答率が高くな



りました。現地の人とうまくコミュニケーションできたのでしょうか。 
Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches.は基本的な挨拶ですが、その言葉の意味は
意外に知らないようです。なお一週間は semanaといいます。 
食べ物､飲み物に関する単語はとてもよく出来ていました。特に何故か女子学生の健闘が

光ります。皆さんあまりジュースは飲まなかったのでしょうか。絞りたてのジュースはと

てもおいしかったのに。例えばオレンジジュースは zumo de naranjaといいます。(26)の
entradaはほとんどの人が入り口と解答していました。またこの単語には前菜という意味も
あります。この言葉はどこで覚えたのでしょうか、とてもよく出来ていました。なお一般

公開をチリで行なった際に、スペイン語で立入禁止と書いた張り紙をいたるところに張り

ましたが何と書いてあったか覚えていますか。Prohibido entrarと書いてありました。この
entrar が入るという意味の動詞で、これが名詞になったものが entradaです。ちなみに出
口は salidaで、その動詞が salirです。 
色に関する単語はあまり出来ていませんでした。ワインの選択で必要な(36)の rojoと(37)

の blancoは他の色よりも出来ていました。 
形容詞では(43)の caroと(44)の baratoがほとんど出来ていませんでした。さぞ皆さんぼ

ったくられたことでしょう。これは必修単語です。(45)の bonito は女性に対して使うとき
は bonitaになります。形容詞は修飾する名詞の性によって語尾が変化します。辞書には男
性形が出ています。なおこの単語にはカツオという意味もあり、カツオと答えた人が二名

いました。さすがは水産大学！ 
動詞を知っているとさまざまな表現が可能になります。ここに挙げた動詞はとてもよく

使うものです。動詞は人称、時制によってさまざまに変化します。ここでは詳述しません

がせっかくここまで覚えたスペイン語をここで終わりにせず､勉強してみてください。きっ

と新しい世界が広がっていくでしょう。  
 
○チェックをつけた言葉はどのような手段で知りましたか。 
 
圧倒的に本で覚えた人が多かったです。次いで多かったのが現地の人から、それも異性

から学んだ人が多いようです。あと友人同士でいっしょに覚えるというのも結構多かった

です。後は現地を歩いて目にした看板などで覚えた人もいました。Cambioなどはこのよう
にして覚えられたはずです。 
実は乗組員の中には結構スペイン語に堪能な方がいらっしゃいます。彼らは主に仕事や

海外経験､もしくは外国人との交際を通して学んだとおっしゃっていました。語学の上達に

は必要性､切迫性という要素が欠かせないことがこのことからもわかります。 
 
○役に立った言葉、これがいえたらよかったのにという言葉は何でしたか。 
 



役に立った言葉として多かったのが数字、挨拶､お礼、トイレでした。挨拶､お礼は言葉

の通じない相手には言葉の持つ意味以上の意味を持ちます。その一言で相互の緊張感を解

き､その場の雰囲気を明るくすることが出来る一種の魔法です。海外では店に入る際にも挨

拶は欠かせません。挨拶をすれば僕の経験上、不当な料金を請求されることも少ないよう

に思います。ボニータ(bonita)と書いている人がいましたが、何処に行ったんでしょうか。 
これがいえたらよかったのにという言葉としては、さまざまな回答をいただきました。

メニュー、おすすめ料理、場所を聞く､値切る､自己紹介、疑問詞(5W1H)、口説き文句など
に分けられました。おすすめ料理は un plato recomendado de la casaといいます。店員さ
んに聞くときは Qué plato me recomienda usted?と言えばその店の自慢の料理が運ばれて
くるでしょう。場所を聞くときは Dónde estáの後に場所を表す言葉を続ければ OKです。
もしくは por favorを使って､Un baño, por favor.でも十分伝わります。値切るときはアン
ケートの問題にも出した barato という形容詞を連呼すればよいでしょうが､きちんと言う
には Puede rebajarme un poco un precio, por favor.とでも言えればよいでしょう。自己紹
介の表現として簡単なものを挙げておくと、Me llamo~.(私の名前は～です。)Soy de 
Japón.(日本から来ました。)Mucho gusto(よろしく。) 疑問詞はもう少し勉強が進んでか
らでないとうまく使いこなすことは出来ないと思いますが、念のために挙げると、

qué(what)、quién(who)、cuál(which)、cuándo(when)、dónde(where)、cómo(how)になる
のでしょうか。口説き文句は人によって内容に違いがあると思いますが、Te quiero.(愛して
る。) Qué bonita(guapa) eres!(かわいいね。（きれいだね。）)などが簡単なもので覚えやす
いでしょう。頑張ってください。 
＊その他のこれがいえたらよかったのにという言葉 
・いろいろ親切にしてもらってありがとう。 Muchas gracias por todos. 
・この地図の何処に私はいますか。 Dónde estoy ahora en esta mapa? 
・（店などで）見てるだけです。 Sólo estoy verando. 
・（バスなどで）ビーニャに行きますか。Va a Viña Del Mar? 
 
○言葉が通じないとき､どのように意思を伝えましたか。 
 
身振り手振りが圧倒的に多かったです。絵を書いてみせる､紙に書くという人が次いで多

かったです。英語や日本語でという人もいました。しかしお互い下手な英語では逆に誤解

が生まれるかもしれないので伝えない､諦めるという人もいました。その場の雰囲気で伝わ

る､心で伝える､テレパシーやマジックというすごい人もいました。確かにレストランに行

けば何かを食べたいことはわかるし､地図を片手に話し掛けられればどこかに行きたいと

いうことはおのずとわかります。これはテレパシーやマジックよりもすばらしい人間だけ

がもつ想像力というもののおかげです。十分な金額を出すという人もいましたが、私はオ

リンダでおつりをごまかされそうになりました。1.50レアルのビールを買って 10レアルを



出したら 7.50レアルしかおつりがありません。数字をしゃべったら決まりが悪そうに 1レ
アル出してきました。こういう事があたりまえであることを認識しておきましょう。 
言葉というのはコミュニケーションにおいては全てではありません。言葉をそのままま

ともに受け取る人は皆無であろうし､人によって言葉の解釈が違うことも当然ありうるこ

とであるため、むしろたいした意味などないかもしれません。母語であっても､自分の意図

が伝わらずいらいらすることは少なくありません。言葉には確証がないのです。証明のな

い言葉はあまり能弁な道具ではないのです。 
しかしこのことを理解しておくと語学を勉強するということに対して気分がかなり楽に

なりませんか。何も完全な言葉を話す必要もないし､言葉を難しく考えることもありません。

文法がどうだとか､発音がどうだとか気にかける必要もなくなります。言葉だけが人間同士

が意思を伝え合う唯一の手段であることは事実なのですが、人間には想像力があるのです。

想像力が言葉に解釈をあたえます。想像力の解釈とテストの翻訳問題とは違います。言葉

だけで人格は判断されません。むしろ雄弁すぎる人は理屈っぽいという理由で嫌われます。

そういう人まわりにいませんか？ 
今回のアンケートを通して、多くの人が事前に訪問国の言語を勉強し､また現地の人と意

思疎通を図りたいという気持ちを持っていることが十分わかりました。その気持ちを持ち

つづけていれば語学は確実に上達していくものだと思います。 
 

担当 専攻科学生 010024 藤井博晶 
 
 


