
 

 

 

Mariangels Cubi Matabosch（浅野マリアンジェルス）さん  
 

スペイン語初級・中級担当 
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Ｅｎ ｒｅｓｕｍｅｎ，ｌａ Ｓｅñｏｒａ Ｍａｒíａ era ｕｎａ “diablillo” ｃｏｍｏ ｓｉ     要約すると、マリアさんはセーラー・ムーンのヒロインの様な小悪魔 

ｐａｒｅｃｉｅｒａ ｌａ ｈｅｒｏｉｎａ ｆａｎｔáｓｔｉｃａ ｄｅ ｌａ Ｍａｒｉｎｅｒａ Ｌｕｎａｒ         ちゃんだったんだ、と私は思う。 

（ Ｓａｉｌｏｒ Ｍｏｏｎ ），ｐｉｅｎｓｏ ａｓí． 

Ahora mismo， ｎｉｎｇｕｎ ｏｙｅｎｔｅ ｄｅ ｓｕｓ ｃｌａｓｅｓ ｎｏ ｓｅ ｐｕｅｄｅ ｆｕｇａｒ 今でも、彼女のクラスの誰もスペイン語での辛辣で突然の質問から 

ｄｅ ｓｕ ｐｒｅｇｕｎｔａ ｐｅｒｓｐｉｃａｚ ｙ ｒｅｐｅｎｔｉｎａ， ｅｎ ｅｓｐａñｏｌ．         逃れることなんて出来はしない。 

 

Ｐｅｒｏ， ｎｏ ｓｅ ｐｒｅｏｃｕｐｅ ｄｅ ｓｕ “Ｐｕｎｉｃｉóｎ ｅｎ ｖｅｚ ｄｅ ｌａ Ｌｕｎａ”． でも、彼女の “¡ 月に代わってお仕置きよ！ ”を恐れないこと。 

 

Nuestro diablillo ｓｉｅｍｐｒｅ ｐｕｅｄｅ ａｔｒａｖｅｓａｒ ｌａ barrera ｄｅ ｌａ     我等の小悪魔ちゃんは常に容易く言葉の壁を超えるんだ、 

ｌｅｎｇｕａ ｆáｃｉｌｍｅｎｔｅ ｈａｃｉｅｎｄｏ ｅｘｐｌｉｃａｃｉóｎ ｃｌａｒａ ｅｎ ｊａｐｏｎéｓ     日本語での明晰な説明を行いながら。 



 

Ｕｓｔｅｄｅｓ ｖａｎ ａ ａｂｒｉｒ ｌａ nueva ｐｕｅｒｔａ ａｌ ｍｕｎｄｏ ｄｅｓｌｕｍｂｒａｎｔｅ 皆さんは、目の眩むような、新たなスペイン語の世界の扉を開くだろう。 

 del ｅｓｐａñｏｌ． 

 

Ａｑｕí tienen un perfil ｓｏｂｒｅ nuestro diablillo                   ここに我等の小悪魔ちゃん自身のプロフィール等がある。   

     ｈｅｃｈｏ ｐｏｒ ｓí ｍｉｓｍａ． 

Ｎｏｍｂｒｅ： En España, Ｍａｒｉａｎｇｅｌｓ Cubí Matabosch           氏名： 西班
ス ぺ

牙
イン

では、マリアンジェルス クビ マタボスク 

          En Japón,  Mariangels Asano                          日本では、 浅野マリアンジェルス 

Ｃｌａｓｅｓ ：  Elemental y Medio                                      受持クラス： 初級及び中級 

Ｐｅｒｉｏｄｏ ｄｅ ｅｓｔａｎｃｉａ ｅｎ Ｊａｐóｎ                                  日本滞在期間 

1）  Ｈａｓｔａ ａｈｏｒａ ： 38 ａñｏｓ                                1） 現在迄 ： 38 年 

2）  Ｅｎ ａｄｅｌａｎｔｅ：Ｈａｓｔａ ｑｕｅ Ｄｉｏｓ quiera, ｈａｓｔａ ｌａ ｍｕｅｒｔｅ.     これからは神のお許しある限り、神に召される迄 

        Tｏｄａｖíａ ｎｏ ｔｅｎｇｏ ｐｌａｎ ｄｅ ｄｅｊａｒ ｅｓｔｅ ｐａíｓ．           まだこの国を出国する気はありません。 

 

Ｐｅｒｆｉｌ ｙ ｅｔｃ                                       プロフィール等 

1） Ｌａ ｃａｕｓａ ｐｏｒ la ｑｕｅ ｖｉｎｅ ａ Ｊａｐóｎ                1） 来日理由 

      

    Ｍａｓ ｑｕｅ “ｖｅｎｉｒ” ｍｅ ｔｒａｊｅｒｏｎ ｌａｓ ｃｉｒｃｕｎｓｔaｎｃｉａｓ      夫の家庭の事情がそうさせたというところでしょうか。 

    ｆａｍｉｌｉａｒｅｓ ｄｅ ｅｓｅ ｍｏｍｅｎｔｏ, porque ya ｅｓｔａｂａ            当時私はすでに柏生まれの一人の日本人男性と結婚していました。 

    ｃａｓａｄａ ｃｏｎ ｕｎ ｊａｐｏｎéｓ ｄｅ Ｋａｓｈｉｗａ． 



    Ｐｏｒ ｌｏ ｑｕｅ ｄｅｓｄｅ ｍｉ ｌｌｅｇａｄａ ｓｉｅｍｐｒｅ ｈｅ ｒｅｓｉｄｉｄｏ    これが日本に来てからずっとこの街に住み着いている理由です。 

    ｅｎ ｅｓｔａ ｃｉｕｄａｄ． 

 

2） Ｅｌ ｐｌａｃｅｒ ｄｅ ｅｎｓｅñａｒ ｅｎ ＫＩＲＡ                   2） 講義での楽しみ 

     Ｅｌ ｐｌａｃｅｒ ｄｅ ｅｎｓｅñａｒ ｅｎ Ｋｉｒａ ｅｓ ｑｕｅ ｌｏｓ alumnos   キラで教える楽しみは生徒さん達がスペインの言葉や文化にすごく興味 

     ｔｉｅｎｅｎ ｍｕｃｈｏ ｉｎｔｅｒéｓ ｅｎ ｌａ ｌｅｎｇｕａ ｙ ｃｕｌｔｕｒａ       を持って、同じ目的の元で調和のとれた仲の良いグループを作りあげて 

     eｓｐａñｏｌａｓ ｆｏｒｍａｎｄｏ ｕｎ ｇｒｕｐｏ ｕｎｉｄｏ ｙ ｓｉｍｐáｔｉｃｏ     いるので私も楽しく教えることができています。 

     ｃｏｎ ｕｎａ ｍｉｓｍａ ｍｅｔａ ｌｏ ｑｕｅ ｍｅ ｈａｃｅ ｍｕｙ  

     ａｇｒａｄａｂｌｅ ｌａ ｔａｒｅａ ｄｅ ｅｎｓｅñａｒ． 

3） Diferencias ｓｏｂｒｅ Ｅｓｐａñａ ｙ Ｊａｐóｎ                  3） スペインと日本の差異 

     Ｃｒｅｏ ｑｕｅ ｓｏｎ ｔａｎｔａｓ ｌａｓ ｄｉｆｅｒｅｎｃｉａｓ ｃｏｍｏ    日本とスペインの間には多くの違いと同時に多くの類似するものが存在しています。 

ｌａｓ ｓｉｍｉｔｕｄｅｓ ｅｎｔｒｅ Ｅｓｐａñａ ｙ Ｊａｐóｎ．  

      Ｐｏｒ ｅｊｅｍｐｌｏ ｅｎ ａｍｂｏｓ ｐａíｓｅｓ ｓｅ ｃｏｍｅ ａｒｒｏｚ  例えば 両方の国ともお米や多くの魚が食べられています。 

      ｙ ｍｕｃｈｏ ｐｅｓｃａｄｏ． 

      Ｅｎ Ｊａｐóｎ ｎｏ ｓｅ ｐｅｌａｎ ｌｏｓ ｐｅｐｉｎｏｓ ｐｅｒｏ ｅｎ          日本では胡瓜の皮は剝さないけどスペインでは剝します。  

      Ｅｓｐａñａ ｓí．  

Ａ ｌｏｓ ｊａｐｏｎｅｓｅｓ ｌｅｓ ｇｕｓｔａ ｃｏｍｅｒ bien y variado         日本人もスペイン人もおいしい食事、バラエティに富んだ食事好きです。 

Y a los españoles también。 

      Ｅｎ Ｊａｐóｎ ｌｏｓ ｎｉñｏｓ ｖａｎ ａ ｌａ ｅｓｃｕｅｌａ ｓｏｌｏｓ ｄｅｓｄｅ    日本では子供達は小学校に入学すると一人で通学しますが、スペイン 

      ｑｕｅ ｅｎｔｒａｎ ｌａ ｅｓｃｕｅlａ ｐｒｉｍａｒｉａ ｐｅｒｏ ｅｎ Ｅｓｐａñａ     では両親のどちらかが同伴します。 

      ａ ｅｓａ ｅｄａｄ ｖａｎ ａｃｏｍｐａñａｄｏｓ ｐｏｒ ｕｎｏ ｄｅ ｌｏｓ ｐａｄｒｅｓ． 



      Ｅｎ Ｅｓｐａñａ ｓｅ ｔｏｍａ ｍｕｃｈｏ ｃａｆé ｙ ｐｏｃｏ ｔé．         スペインではコーヒーを沢山飲みますがお茶はあんまり飲みません。 

      Ｌａ ｍｕｊｅｒ ｅｓｐａñｏｌａ ａｌ ｃａｓａｒｓｅ ｎｏ ｃａｍｂｉａ ｄｅ ａｐｅｌｌｉｄｏ，  スペインの女性は結婚する時その姓を変えることなく、生まれて 

      ｌｌｅｖａ ｅｌ ｍｉｓｍｏ ａｐｅｌｌｉｄｏ ｄｅｓｄｅ ｑｕｅ ｎａｃｅ ｈａｓｔａ ｑｕｅ     亡くなるまで同じ姓を通します。 

      ｍｕｅｒｅ． Ｌｏｓ ｅｓｐａñｏｌｅｓ ｅｎ ｇｅｎｅｒａｌ ｓｅ ｄｕｃｈａｎ， ｌｏｓ ｊａｐｏｎｅｓｅs  スペイン人は普通シャワーを浴びるが日本人は入浴ですね。 

ｓｅ ｂａñａｎ． Ａｍｂｏｓ ｐａíｓｅｓ ｔｉｅｎｅ ｕｎａ ｈｉｓｔｏｒｉａ ａｎｔｉｇｕａ ｙ   いずれの国も永い歴史とそれゆえの豊かな文化を持っています。 

ｒｉｃａ ｃｕｌｔｕｒａ． ¡Ａｈ！Ｍｕｙ ｉｍｐｏｒｔａｎｔｅ ａｍｂｏｓ ｉｄｉｏｍａｓ ｓｅ  ああそうだ、両方の言語に重要な類似点があるのです。母音がたっ 

ｌｅｅｎ ｄｅ ｌａ ｍｉｓｍａ ｍａｎｅｒａ， ｔａｌ ｙ ｃｏｍｏ ｅｓｔá ｅｓｃｒｉｔｏ ｐｕｅｓ た五個の文字で表記される、スペイン語は ァ、エ、イ、オ、ウ、で、 

ｓｏｌｏ ｔｉｅｎｅｎ ｃｉｎｃｏ ｖｏｃａｌｅｓ， ａ，ｅ， ｉ， ｏ，ｕ ｅｎ ｅｓｐａñｏｌ ｙ   日本語は あ、い、う、え、おの五文字ですね。 

ａ，ｉ，ｕ，ｅ，ｏ ｅｎ jａｐｏｎéｓ． 


