
スペイン語圏の地名 

ver. 2004/03/17 上田 
 

アイセン＿Aysén (☆チリの県). 
アカプルコ＿Acapulco  (☆メキシコの観光都
市). 

アグアスカリエンテス＿Aguascalientes (☆メキシ
コの都市). 

アコンカグア山＿el Aconcagua (☆アルゼンチ
ン北西部にあるアンデス山脈の最高峰). 

アストゥリアス＿Asturias (☆スペインの地方). 
アスンシオン＿La Asunción (☆ベネズエラの都
市). 

アソゲス＿Azogues (☆エクアドルの都市). 
アゾレス諸島＿Islas Azores (☆ポルトガル領). 
アタカマ＿Atacama (☆チリの県). 
アタカマ砂漠＿Desierto de Atacama,. 
アダハ川＿Adaja (☆スペインの川). 
アティトゥラン湖＿Lago de Atitlán (☆グアテマラ
の湖). 

アトランティコ＿Atlántico (☆コロンビアの県). 
アナワク高原＿Anáhuac (☆メキシコの高原). 
アネト山＿Pico de Aneto (☆スペインの山). 
アパステペケ＿Apastepeque (☆エルサルバド
ルの観光都市). 

アビラ＿Ávila (☆スペインの県，県都). 
アプリマク＿Apurímac (☆ペルーの県，県都). 
アプレ＿Apure (☆ベネズエラの州). 
アマソナス＿Amazonas (☆コロンビアの地区；
ベネズエラの地区；ペルーの県). 

アマゾン川＿el Amazonas (☆南アメリカ大陸の
大河). 

アマンバイ＿Amambay (☆パラグアイの県). 
アヤクチョ＿Ayacucho (☆ペルーの県，県都). 
アラウカ＿Arauca (☆コロンビアの地区). 
アラウカ川＿el Arauca (☆コロンビアベネズエラ
を流れて，オリノコ川に合流する). 

アラウコ＿Arauco (☆チリの県). 

アラグア＿Aragua (☆ベネズエラの州). 
アラゴン＿Aragón (☆スペインの地方). 
アラバ＿Álava (☆スペインの県). 
アランフエス＿Aranjuez (☆スペイン中部，マド
リードの南東にある町). 

アランブラ＿la Alhambra (☆スペイン，グラナダ
市の丘上にあるムーア時代の遺跡). 

アリカ＿Arica (☆チリの港町). 
アリカンテ＿Alicante (☆スペイン南東部地中海
に面した県，県都). 

アリカンテの人＿alicantino|na,. 
アルカラデエナレス＿Alcalá de Henares (☆ス
ペインの歴史的都市). 

アルカリア地方＿La Alcarria (☆スペインのカス
ティーリャの一地方). 

アルカンタラ＿Alcántara (☆スペインのカセレス
県の町). 

アルタミラ＿Altamira (☆スペインの遺跡). 
アルティガス＿Artigas (☆ウルグアイの都市). 
アルトパラナ＿Alto Paraná (☆パラグアイの県). 
アルバセテ＿Albacete (☆スペインの県，県都). 
アルハンブラ＿→アランブラ. 
アルプハラス＿Alpujarras (☆スペインの地方). 
アルブフェラ＿Albufera (☆スペインのバレンシ
ア地方の潟). 

アルヘシラス＿Algeciras (☆スペインの港湾都
市). 

アルメニア＿Armenia (☆コロンビアの都市). 
アルメリア＿Almería (☆スペインの県，県都). 
アレキパ＿Arequipa (☆ペルーの県，県都). 
アワチャパン＿Ahuachapán (☆エルサルバドル
の都市). 

アンゴル＿Angol (☆チリの都市). 
アンソアテギ＿Anzoátegui (☆ベネズエラの州). 
アンダルシア＿Andalucía (☆スペインの地方). 
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アンティオキア＿Antioquía (☆コロンビアの県). 
アンデス山脈＿los Andes(複数形) (☆南アメリ
カの世界最長の山脈). 

アントファガスタ＿Antofagasta (☆チリの州，州
都). 

アンバト＿Ambato (☆エクアドルの都市). 
アンプルダン地方＿Ampurdán (☆スペイン北
東部，カタルーニャの一地方). 

アンヘル滝＿Salto del Ángel (☆ベネズエラの
大滝). 

イースター島＿Isla de Pascua (☆チリ領の島). 
イエロ＿Hierro (☆スペイン，カナリア諸島最西
端の島). 

イカ＿Ica (☆ペルーの都市). 
イキケ＿Iquique (☆チリの都市). 
イキトス＿Iquitos (☆ペルーの都市). 
イサバル湖＿Lago de Izabal (☆グアテマラの
湖). 

イスパノアメリカ，スペイン語圏アメリカ＿

Hispanoamérica,. 

イタプーア＿Itapúa (☆パラグアイの県). 
イダルゴ州＿Hidalgo (☆メキシコの州). 
イバゲー＿Ibagué (☆コロンビアの都市). 
イバラ＿Ibarra (☆エクアドルの都市). 
イビサ<＿Ibiza (☆スペイン，バレアーレス諸島
の島). 

イベリア＿Península Ibérica (☆ヨーロッパの半
島). 

イベロアメリカ＿Iberoamérica (☆ラテンアメリカ
のスペイン語圏諸国とブラジル). 

ウアヌコ＿Huánuco (☆ペルーの都市). 
ウアラス＿Huaraz (☆ペルーの都市). 

ウアンカベリカ＿Huancavelica (☆ペルーの都
市). 

ウアンカヨ＿Huancayo (☆ペルーの都市). 
ウアンチャカ＿Huanchaca (☆ボリビアの鉱山
町). 

ウイラ＿Huila (☆コロンビアの県). 
ウエスカ＿Huesca (☆スペインの県，県都). 

ウエルバ＿Huelva (☆スペインの都市). 
ウシュマル＿Uxmal (☆メキシコの古代都市遺
跡). 

ウスアイア＿Usuaia (☆アルゼンチンの都市). 
ウスマシンタ川＿el Usumacinta (☆グアテマラ
の川). 

ウベダ＿Úbeda (☆スペインの町). 
ウルグアイ川＿el Uruguay (☆アルゼンチンとブ
ラジルウルグアイの国境を流れる川). 

ウルバンバ＿Urubamba (☆ペルー中南部を流
れる川). 

エストレマドゥーラ＿Extremadura (☆スペインの
地方，自治州). 

エスピナル＿Espinal (☆コロンビアの都市). 
エスメラルダス＿Esmeraldas (☆エクアドルの
県). 

エブロ川＿el Río Ebro (☆スペインの川). 
エルエスコリアル＿El Escorial (☆スペイン中部，
マドリード県の町). 

エルオロ＿El Oro (☆エクアドルの県). 
エルチェ＿Elche (☆スペイン南東部，アリカン
テ県の都市). 

エルナンダリアス＿Hernandarias (☆パラグアイ
の都市). 

エルフェロルデルカウディリョ＿El Ferrol del 
Caudillo (☆スペインの港湾都市). 

エンカルナシオン＿Encarnación (☆パラグアイ
の都市). 

エンセナダ＿Ensenada (☆メキシコの港湾都市; 
アルゼンチンの港湾都市). 

エンゼル滝＿→アンヘル滝. 
エントレリオス＿Entre Ríos (☆アルゼンチンの
県). 

オアハカ＿Oaxaca (☆メキシコの州，州都). 
オイギンス＿O'Higgins (☆チリの県). 
オソルノ＿Osorno (☆チリの都市；チリの火山). 
オビエド＿Oviedo (☆スペイン北部県，県都). 
オホスデルサラド山＿Ojos del Salado (☆チリと
アルゼンチン国境の高峰). 
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オポルト＿Oporto (☆ポルトガルの港湾都市，
ポートワインの産地). 

オリエンテ＿Oriente (☆キューバの旧県名). 
オリサバ＿Orizaba (☆メキシコの都市). 
オリサバ火山＿Pico de Orizaba (☆メキシコの
山). 

オリノコ川＿el Río Orinoco (☆ベネズエラを流
れる川). 

オリンポ＿Olimpo (☆パラグアイの県). 
オルガノス山脈＿Sierra de los Órganos (☆キュ
ーバの山脈). 

オルギン＿Holguín (☆キューバの都市). 
オルロ＿Oruro (☆ボリビアの都市). 
オレンセ＿Orense (☆スペインの都市). 
カウカ＿Cauca (☆コロンビアの県). 
カウカ川＿el Río Cauca (☆コロンビアの川). 
カウケネス＿Cauquenes (☆チリの都市). 
カウティン＿Cautín (☆チリの県). 
カグアスー＿Caaguazú (☆パラグアイの県). 
カクペー＿Caacupé (☆パラグアイの都市). 
カケター＿Caquetá (☆コロンビアの地区). 
カサパー＿Caazapá (☆パラグアイの都市). 
カスティリャ＿Castilla (☆スペインの地方). 
カスティリャイレオン＿Castilla y León  (☆スペ
インの自治州). 

カスティリャラマンチャ＿CastillaーLa Mancha  
(☆スペインの自治州). 

カステリョン(デラプラナ)＿Castellón de la Plana 
(☆スペインの都市). 

カストロウルディアレス＿Castro Urdiales (☆ス
ペインの港湾都市). 

カセレス＿Cáceres (☆スペインの県，県都). 
カタマルカ＿Catamarca (☆アルゼンチンの都
市). 

カタルーニャ＿Cataluña (☆スペインの地方名，
自治州). 

カディス＿Cádiz (☆スペインの県，県都). 
ガドループ島＿Guadalupe (☆カリブ海仏領海
外県小アンチール諸島の島). 

カナリアス＿Canarias (☆スペインの自治州). 
カナリア諸島＿Islas Canarias (☆スペイン領，ア
フリカ大陸北西方に位置する). 

カニャル＿Cañar (☆エクアドルの県). 
カネロネス＿Canelones (☆ウルグアイの県). 
カハマルカ＿Cajamarca (☆ペルーの都市). 
カビマス＿Cabimas (☆ベネズエラの都市). 
カブレラ島＿Cabrera (☆スペインの東の地中海
上の島). 

カマグエイ＿Camagüey (☆キューバの都市). 
カヤオ＿Callao|kay/áo|  (☆ペルーの都市). 
カヤンベ山＿Volcán Cayambe (☆エクアドルの
火山). 

カラタユド＿Calatayud (☆スペインの都市). 
ガラパゴス諸島＿Islas Galápagos (☆エクアド
ル). 

ガラパゴス諸島＿Islas Galápagos (☆エクアドル
領，東太平洋赤道直下に位置する). 

カラボボ＿Carabobo (☆ベネズエラの州). 
カリ＿Cali (☆コロンビアの都市). 
ガリシア＿Galicia (☆スペインの地方). 
カリブ海＿Mar Caribe (☆西インド諸島，中央ア
メリカ，南アメリカに囲まれた海). 

カルダス＿Caldas (☆コロンビアの県). 
カルタヘナ＿Cartagena (☆スペインの港湾都
市; コスタリカの都市; コロンビアの港湾都
市; チリ中央の温泉都市). 

カルチ＿Carchi (☆エクアドルの県). 
カロニー川＿el Río Caroní (☆ベネズエラの川). 
カンガスデオニス＿Cangas de Onís (☆スペイン
の町). 

カンタブリア地方＿Cantabria (☆スペインの地
方). 

カンペチェ＿Campeche (☆メキシコの都市). 
カンポデクリプタナ＿Campo de Criptana (☆ス
ペイン中央の町). 

ギアナ地方＿Guayanas (☆南アメリカ大陸北東
部地方). 

ギプスコア＿Guipúzcoa (☆スペインの県). 
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キブドー＿Quibdó (☆コロンビアの都市). 
キュラソー島＿Curazao (☆アンティール諸島の
島). 

キンタナルデラオルデン＿Quintanar de la 
Orden (☆スペイン中央の都市). 

キンタナロー＿Quintana Roo (☆メキシコの州). 
グアイラー＿Guairá (☆パラグアイの県). 
グアダラハラ＿Guadalajara (☆スペインの県，
県都; メキシコの都市，ハリスコ州の州都). 

グアダラマ山脈＿Sierra de Guadarrama (☆スペ
インの山脈). 

グアダルキビル川＿el Guadalquivir (☆スペイ
ンの川). 

グアダルペ＿Guadalupe (☆スペインの都市; メ
キシコの都市). 

グアディアナ川＿el Río Guadiana (☆スペインと
ポルトガルの南部を流れる川). 

グアディス＿Guadix (☆スペインの都市). 
グアナファト＿Guanajuato (☆メキシコの州，州
都). 

グアナレ＿Guanare (☆ベネズエラの都市). 
グアヒラ＿La Guajira (☆コロンビアの県). 
グアヤキル＿Guayaquil (☆エクアドルの都市). 
グアヤス＿Guayas (☆エクアドルの県). 
グアランダ＿Guaranda (☆エクアドルの都市). 
グアリコ＿Guárico (☆ベネズエラの州). 
グアンタナモ＿Guantánamo (☆キューバの州，
州都). 

クエルナバカ＿Cuernavaca (☆メキシコの都市). 
クエンカ＿Cuenca (☆スペインの県県都; エク
アドルの都市). 

ククタ＿Cúcuta (☆コロンビアの都市). 
クスコ＿Cuzco (☆ペルーの都市). 
クマナー＿Cumaná (☆ベネズエラの港湾都市). 
グラナダ＿Granada (☆スペインの県，県都). 
グランカナリア＿Gran Canaria (☆スペイン，カ
ナリアス諸島の主島). 

グランチャコ＿Gran Chaco (☆ボリビア，パラグ
アイ，アルゼンチンにわたる低湿地帯). 

クリアカン＿Culiacán (☆メキシコの都市). 
クリコー＿Curicó (☆チリの都市). 
クレウス岬＿Cabo de Creus (☆スペインの岬). 
グレドス山脈＿Sierra de Gredos (☆スペインの
山脈). 

グレナダ＿Granada (☆小アンティール諸島の
島国; ニカラグアの都市). 

ケサルテナンゴ＿Quezaltenango (☆グアテマラ
の都市). 

ゲルニカ＿Guernica (☆スペインの町). 
ケレタロ＿Querétaro (☆メキシコの州，州都). 
コアウイラ＿Coahuila (☆メキシコの州). 
コインブラ＿Coimbra (☆ポルトガルの都市). 
コキンボ＿Coquimbo (☆チリの県). 
コスタデラルス＿Costa de la Luz (☆スペイン南
部，カディスの海岸線). 

コスタデルアサル＿Costa del Azahar (☆スペイ
ン東部，バレンシアの海岸線). 

コスタデルソル＿Costa del Sol (☆スペイン南部，
マラガの海岸線). 

コスタドラダ＿Costa Dorada (☆スペイン北東部，
タラゴナの海岸線). 

コスタブラバ＿Costa Brava (☆スペイン北東部，
バルセロナの北の海岸線). 

コスタブランカ＿Costa Blanca (☆スペイン南東
部，アリカンテの付近の海岸線). 

コチャバンバ＿Cochabamba (☆ボリビアの県，
県都). 

コトパクシ＿Cotopaxi (☆エクアドルの県). 
コトパクシ山＿Cotopaxi (☆エクアドルにある世
界最高の活火山，5897m). 

コバドンガ＿Covadonga (☆スペインの町). 
コパン＿Copán (☆ホンジュラスのマヤ遺跡). 
コピアポー＿Copiapó (☆チリの都市). 
コビハ＿Cobija (☆ボリビアの都市). 
コフテペケ＿Cojutepeque (☆エルサルバドルの
都市). 

コヘデス＿Cojedes (☆ベネズエラの州). 
コマヤグア＿Comayagua (☆ホンジュラスの都
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市). 
コ ムニダー ドバレンシアナ＿ Comunidad 

Valenciana (☆スペインの自治州). 
ゴメラ島＿Gomera (☆スペイン，カナリア諸島の
島). 

コリエンテス＿Corrientes (☆アルゼンチンの都
市). 

コリマ＿Colima (☆メキシコの都市). 
コルドバ＿Córdoba (☆アルゼンチンの州，州
都；スペインの都市). 

コロ＿Coro (☆ベネズエラの都市). 
コロニア＿Colonia (☆ウルグアイの都市). 
コロネルオビエド＿Coronel Oviedo (☆パラグア
イの都市). 

コロラド川＿el Río Colorado (☆メキシコ北西部，
アメリカ合衆国西部を流れる川). 

コロン＿Colón (☆キューバの都市; パナマの
都市). 

コンスティトゥシオン＿Constitución  (☆チリの
港町). 

サカテカス＿Zacatecas (☆メキシコの都市). 
サカテコルカ＿Zacatecoluca (☆エルサルバド
ルの都市). 

サグアラグランデ＿Sagua la Grande (☆キュー
バの都市). 

サクサウアマン＿Sacsahuamán (☆ペルー，クス
コ市の郊外のインカ時代の遺跡). 

サクロモンテ＿Sacro Monte (☆スペイン，グラ
ナダ市郊外の丘). 

サグント＿Sagunto (☆スペインの都市). 
サパタ半島＿Península de Zapata (☆キューバ
の半島). 

サモラ＿Zamora (☆スペインの県，県都). 
サラゴサ＿Zaragoza (☆スペインの県，県都). 
サラド川＿el Río Salado (☆アルゼンチンの川). 
サラマンカ＿Salamanca (☆スペインの都市). 
サルタ＿Salta (☆アルゼンチンの都市). 
サルティヨ＿Saltillo (☆メキシコの都市). 
サルト＿Salto (☆ウルグアイの都市). 

サンアンドレス＿San Andrés (☆コロンビアの都
市). 

サンアンドレスイプロビデンシア＿San Andrés y 
Providencia (☆コロンビアの地区). 

サンカルロス＿San Carlos (☆ベネズエラの都
市; チリの都市). 

サンクティスピリトゥス＿Sancti Spíritus (☆キュ
ーバの都市). 

サンクリストバル＿San Cristóbal (☆ベネズエラ
の都市). 

サンクリストバルデラスカサス＿San Cristóbal de 
las Casas (☆メキシコの都市). 

サンサルバドル島＿San Salvador (☆西インド
諸島の島). 

サンセバスティアン＿San Sebastián (☆スペイン
の港湾都市). 

サンタアナ＿Santa Ana (☆アメリカ合衆国の都
市; エルサルバドルの都市; ボリビアの都
市). 

サンタクララ＿Santa Clara (☆キューバの都市; 
ウルグアイの町). 

サンタクルス＿Santa Cruz (☆アルゼンチン最
南端の県). 

サンタクルスデテネリフェ＿Santa Cruz de 
Tenerife (☆スペインカナリアス諸島，テネリ
フェ島の都市). 

サンタバルバラ＿Santa Bárbara (☆メキシコの
鉱山町). 

サンタフェ＿Santa Fe (☆アメリカ合衆国の都市; 
アルゼンチンの都市). 

サンタマルタ＿Santa Marta (☆コロンビアの港

湾都市). 
サンタロサ＿Santa Rosa (☆アルゼンチンの都
市). 

サンタンデル＿Santander (☆スペインの都市; 
コロンビアの県). 

サンチェス＿Sánchez (☆ドミニカの港町). 
サンティアゴ＿Santiago (☆ドミニカの都市). 
サンティアゴデクバ＿Santiago de Cuba (☆キュ
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ーバの都市). 
サンティアゴデコンポステラ＿ Santiago de 

Compostela (☆スペインの都市，中世以来
の聖地). 

サンティアゴデルエステロ＿Santiago del Estero 
(☆アルゼンチンの都市). 

サンティリャナデルマル＿Santillana del Mar (☆
スペインの町). 

サンパウロ＿Sao Paulo (☆ブラジルの都市). 
サンフアン＿San Juan (☆ベネズエラの都市; 
アルゼンチンの都市). 

サンフアンバウティスタ＿San Juan Bautista (☆
パラグアイの都市). 

サンフアン川＿Río San Juan (☆ニカラグアの
川). 

サンフェリペ＿San Felipe (☆ベネズエラの都
市; チリの都市). 

サンフェルナンド＿San Fernando (☆チリの都
市). 

サンフェルナンドデアプレ＿San Fernando de 
Apure (☆ベネズエラの都市). 

サンブラス湾＿Golfo de San Blas (☆パナマ北
岸の湾). 

サンペドロ＿San Pedro (☆パラグアイの都市). 
サンペドロスラ＿San Pedro Sula (☆ホンジュラス
の都市). 

サンペドロデマコリス＿San Pedro de Macorís 
(☆ドミニカの港湾都市). 

サンマルティン＿San Martín (☆ペルーの県; 
アルゼンチンの都市). 

サンミゲル＿San Miguel (☆エルサルバドルの
都市県). 

サンルイス＿San Luis (☆アルゼンチンの都市). 
サンルイスポトシ＿San Luis Potosí (☆メキシコ
の都市). 

シウダビクトリア＿Ciudad Victoria (☆メキシコの
都市). 

シウダボリバル＿Ciudad Bolívar (☆ベネズエラ
の都市). 

シウダレアル＿Ciudad Real (☆スペインの県，
県都). 

シウダロドリゴ＿Ciudad Rodrigo (☆スペインの
都市). 

シエラマドレ山脈＿Sierra Madre (☆メキシコを
北西から南東に連なる山脈). 

シエラモレナ山脈＿Sierra Morena (☆スペイン
の山脈). 

シエンフエゴス＿Cienfuegos (☆キューバの都
市). 

シグエンサ＿Sigüenza (☆スペイン中央部グア
ダラハラ県の町). 

シナロア＿Sinaloa (☆メキシコの州). 
シバオ＿Cibao (☆ドミニカ共和国の地域). 
ジブラルタル＿→ヒブラルタル. 
ジブラルタル海峡＿Estrecho de Gibraltar (☆大
西洋と地中海を結ぶ海峡). 

しょうあんてぃるしょとう【小アンティル諸島】＿las 
Pequeñas Antillas (☆西インド諸島の島群). 

ジローナ＿Girona→ヘロナ. 
シンセレホ＿Sincelejo (☆コロンビアの都市). 
スリア＿Zulia (☆ベネズエラの州). 
セウタ＿Ceuta (☆スペイン領，アフリカ北西端
の県). 

セゴビア＿Segovia (☆スペインの都市). 
セビージャ＿Sevilla (☆スペインの都市). 
セビリア＿→セビージャ. 
セロデパスコ＿Cerro de Pasco (☆ペルーの都
市). 

セロラルゴ＿Cerro Largo (☆ウルグアイの県). 
センスンテペケ＿Sensuntepeque (☆エルサル
バドルの都市). 

セントラル＿Central (☆パラグアイの県). 
センポアラ＿Cempoala (☆メキシコベラクルス州
の遺跡). 

ソノラ＿Sonora (☆メキシコの州). 
ソリア＿Soria (☆スペインの県，県都). 
ソリアノ＿Soriano (☆ウルグアイの県). 
ソンソナテ＿Sonsonate (☆エルサルバドルの都
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市). 
だいアンティルしょとう【大アンティル諸島】＿las 

Grandes Antillas (☆西インド諸島の島群). 
タイタオ半島＿Península de Taitao (☆チリの半
島). 

タクアレンボ＿Tacuarembó (☆ウルグアイの都
市). 

タクナ＿Tacna (☆ペルーの都市). 
タスコ＿Taxco (☆メキシコの都市). 
タチラ＿Táchira (☆ベネズエラの州). 
タバスコ＿Tabasco (☆メキシコの州). 
ダハボン＿Dajabón (☆ドミニカ共和国の県). 
ダビド＿David (☆パナマの都市). 
タフムルコ(山)＿Volcán de Tajumulco (☆グア
テマラの高峰). 

タホ川＿el Río Tajo (☆スペインポルトガルの河
川). 

タマウリパス＿Tamaulipas (☆メキシコの州). 
タラゴナ＿Tarragona (☆スペインの県，県都). 
タラパカー＿Tarapacá (☆チリ北端の県). 
タラベラデラレイナ＿Talavera de la Reina (☆ス
ペインの都市). 

タランコン＿Tarancón (☆スペインの町). 
ダリエン＿Darién (☆パナマとコロンビアの国境
の地域). 

タリハ＿Tarija (☆ボリビアの都市). 
タリファ＿Tarifa (☆スペインの港湾都市). 
タルカ＿Talca (☆チリの都市). 
タンピコ＿Tampico (☆メキシコの港湾都市). 
チアパス＿Chiapas (☆メキシコの州). 
チクラヨ＿Chiclayo (☆ペルーの都市). 
チジャン＿Chillán (☆チリの都市). 
チチェンイツァ＿Chichén-Itzá (☆メキシコのマ
ヤ文化の遺跡). 

チナンデガ＿Chinandega (☆ニカラグアの都
市). 

チャコ＿Chaco (☆アルゼンチンの州). 
チャチャポヤス＿Chachapoyas (☆ペルーの都
市). 

チャプルテペク＿Chapultepec (☆メキシコ，メキ
シコシティーの西部にある公園). 

チュキサカ＿Chuquisaca (☆ボリビアの県). 
チュブト＿Chubut (☆アルゼンチンの県). 
チョコー＿Chocó (☆コロンビアの県). 
チリキー火山＿Volcán de Chiriquí (☆パナマの
火山). 

チルパンシンゴ＿Chilpancingo (☆メキシコの都
市). 

チロエー＿Chiloé (☆チリの県). 
チワワ＿Chihuahua (☆メキシコの州州都). 
チンチャ諸島＿Islas de Chincha (☆ペルーの
小島群). 

チンボラソ＿Chimborazo (☆エクアドルの県，エ
クアドルの最高峰). 

ティエラデルフエゴ＿Tierra del Fuego (☆南ア
メリカ大陸南端の地域). 

ティグレ＿Tigre (☆アルゼンチンの都市). 
ティティカカ湖＿Lago Titicaca (☆ボリビア西部
からペルー南東部にかけての湖). 

テイデ山＿el Teide (☆カナリア諸島，テネリー
フェ島の火山．スペインの最高峰，3718m). 

ティワナコ＿Tiahuanaco (☆ティティカカ湖東岸
のボリビアの遺跡). 

テオティワカン＿Teotihuacán (☆メキシコの古

代遺跡都市). 
テジョ川＿→タホ川. 
テナ＿Tena (☆エクアドルの都市). 
テネリフェ＿Tenerife (☆スペイン，カナリアス諸
島の最大の島). 

テピク＿Tepic (☆メキシコの都市). 
テムコ＿Temuco (☆チリの都市). 
テルエル＿Teruel (☆スペインの県，県都). 
デルタアマクロ＿Delta Amacuro (☆ベネズエラ
の地域). 

ドゥエロ川＿el Río Duero (☆スペインとポルトガ
ルを流れる川). 

トゥクピタ＿Tucupita (☆ベネズエラの都市). 
トゥクマン(サンミゲルデ～)＿San Miguel de 
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Tucumán (☆アルゼンチンの都市). 
トゥストラグティエレス＿Tuxtla Gutiérrez (☆メキ
シコの都市，チアパス州の州都). 

トゥマコ＿Tumaco (☆コロンビアの港湾都市). 
トゥラ＿Tula (☆メキシコの遺跡). 
ドゥラスノ＿Durazno (☆ウルグアイの都市). 
ドゥランゴ＿Durango (☆メキシコの都市). 
ドウロ川＿→ドゥエロ川. 
トゥンハ＿Tunja (☆コロンビアの都市). 
トゥンベス＿Tumbes (☆ペルーの都市). 
ドノスティア＿Donostia (☆サンセバスティアン
のバスク名). 

トラスカラ＿Tlaxcala (☆メキシコの都市). 
トラファルガル(岬)＿Cabo Trafalgar (☆スペイン
の岬). 

トリマ＿Tolima (☆コロンビアの州，州都). 
トルカ＿Toluca (☆メキシコの都市). 
トルデシリャス＿Tordesillas (☆スペインの町). 
トルトサ＿Tortosa (☆スペインの都市). 
トルヒリョ＿Trujillo (☆スペインの都市; ホンジ
ュラスの都市; ベネズエラの都市; ペルー
の都市). 

トルメス川＿el Tormes (☆スペイン，サラマンカ
を流れるドゥエロ川の支流). 

トレインタイトレス＿Treinta y Tres (☆ウルグアイ
の都市). 

トレド＿Toledo (☆スペインの県，県都). 
トレモリノス＿Torremolinos (☆スペインの観光
都市). 

トロサ＿Tolosa (☆スペインの町). 
ナスカ＿Nazca (☆ペルーの都市). 
ナバスデトルサ＿Navas de Tolosa (☆スペイン
南部ハエン県の町，1212 年ここでキリスト教
徒軍がイスラム軍を破った). 

ナバラ＿Navarra (☆スペインの地方，自治州). 
ナポ＿Napo (☆エクアドルの県). 
ナポ川＿el Napo (☆エクアドルとペルーを流れ
るアマゾン川の支流). 

ナヤリ＿Nayarit (☆メキシコの州). 

ナリニョ＿Nariño (☆コロンビアの県). 
ニェエンブク＿Ñeembucú (☆パラグアイの県). 
ニカラグア湖＿Lago de Nicaragua (☆ニカラグ
アの湖). 

ニコヤ湾＿Golfo de Nicoya (☆コスタリカの湾). 
にしインドしょとう【西インド諸島】＿ Indias 

Occidentales (☆中央アメリカの東方の諸島). 
ニュブレ＿Ñuble (☆チリの県). 
ヌエバエスパルタ＿Nueva Esparta (☆ベネズエ
ラの州). 

ヌエボレオン＿Nuevo León (☆メキシコの州). 
ヌリア＿Nuria (☆スペイン中北部，ソリア市郊外
の遺跡). 

ネイバ＿Neiva (☆コロンビアの都市). 
ネウケン＿Neuquén (☆アルゼンチンの都市). 
ネグロ川＿el Negro (☆ウルグアイ川の支流). 
ネバダ山脈＿Sierra Nevada (☆スペインの山
脈). 

ネルハ＿Nerja (☆スペインの町). 
ノルテデサンタンデル＿Norte de Santander (☆
コロンビアの県). 

バイアブランカ＿Bahía Blanca (☆アルゼンチン
の都市). 

バイェドゥパル＿Valledupar (☆コロンビアの都
市). 

パイサンドゥー＿Paysandú (☆ウルグアイの都
市). 

パイスバスコ＿País Vasco (☆スペインの自治
州). 

ハウハ＿Jauja (☆ペルーの町の名). 
バウペス＿Vaupés (☆コロンビアの地区). 
バエサ＿Baeza (☆スペインの都市). 
ハエン＿Jaén (☆スペインの都市). 
ハカ＿Jaca (☆スペインの都市). 
パスコ＿Pasco (☆ペルーの県). 
バスコンガダス＿Vascongadas (☆スペインの地
方). 

パスタサ＿Pastaza (☆エクアドルの県). 
パスト＿Pasto (☆コロンビアの都市). 
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パタゴニア＿Patagonia (☆アルゼンチンとチリ
のの地域). 

バダホス＿Badajoz (☆スペインの県，県都). 
パチュカ＿Pachuca (☆メキシコの都市). 
バトゥエカ＿Batuecas (☆スペイン，サラマンカ
県の地方). 

ババオヨ＿Babaoyo (☆エクアドルの都市). 
バハカリフォルニア＿Baja California (☆メキシ
コの州). 

バハマ諸島＿Islas Bahamas (☆キューバ島の
北の諸島). 

バビア地方＿Babia (☆スペインのレオン山岳
地帯). 

パラグアイ川＿el Río Paraguay (☆南アメリカ中
央部を流れる川). 

パラグアリー＿Paraguarí (☆パラグアイの都市). 
パラナ＿Paraná (☆アルゼンチンの都市). 
パラナ川＿el Río Paraná (☆南アメリカ南東部を
流れる川). 

ハラパ＿Jalapa (☆メキシコの都市). 
バランキヤ＿Barranquilla (☆コロンビアの都市). 
ハリスコ＿Jalisco (☆メキシコの州). 
バリナス＿Barinas (☆ベネズエラの都市). 
バリャドリード＿Valladolid (☆スペインの県，県
都). 

バリロチェ(サンカルロスデ～)＿San Carlos de 
Bariloche (☆アルゼンチンの町). 

バルキシメト＿Barquisimeto (☆ベネズエラの都
市). 

バルセロナ＿Barcelona (☆スペインの県，県
都; ベネズエラの都市). 

バルディビア＿Valdivia (☆チリの県). 
バルデペニャス＿Valdepeñas  (☆スペインの
町). 

バルパライソ＿Valparaíso (☆チリの都市). 
バレアレス諸島＿Islas Baleares (☆スペイン，地
中海の諸島). 

パレンケ＿Palenque (☆メキシコの都市遺跡). 
バレンシア＿Valencia (☆スペインの都市; ベネ

ズエラの都市). 
パンプロナ＿Pamplona (☆スペインの都市). 
ピウラ＿Piura (☆ペルーの都市). 
ビエドマ＿Viedma (☆アルゼンチンの都市). 
ビオビオ＿Bio-bio (☆チリの県). 
ビク＿Vich (☆スペインの町). 
ビゴ＿Vigo (☆スペインの都市). 
ピコスデエウロパ＿Picos de Europa (☆スペイン
の山岳地). 

ビジャエルモサ＿Villahermosa (☆メキシコの都
市). 

ビジャビセンシオ＿Villavicencio (☆コロンビア
の都市). 

ビスカヤ＿Vizcaya (☆スペインの県). 
ビチャダ＿Vichada (☆コロンビアの地区). 
ピチンチャ＿Pichincha (☆エクアドルの県). 
ビトリア＿Vitoria (☆スペインの都市，アラバ県
の県都). 

ピナルデルリオ＿Pinar del Río (☆キューバの
都市). 

ヒノテガ＿Jinotega (☆ニカラグアの都市). 
ヒブラルタル[ジブラルタル]＿Gibraltar (☆イギ
リスの直轄領，イベリア半島最南端に位置

する). 

ヒホン＿Gijón (☆スペインの都市). 
ピラル＿Pilar (☆パラグアイの都市). 
ピルコマヨ川＿Río Pilcomayo (☆パラグアイ川
の支流). 

ビルバオ＿Bilbao (☆スペインの都市). 
ピレネー山脈＿los Pirineos (☆フランスとスペイ
ンの国境の山脈). 

ファルコン＿Falcón (☆ベネズエラの州). 
フアンフェルナンデス諸島＿Archipiélago de 

Juan Fernández (☆チリ領の火山島群). 
フィゲラス＿Figueras (☆スペインの都市). 
フエゴ島＿Tierra del Fuego (☆南アメリカ大陸
南端の島). 

ブエナベントゥラ＿Buenaventura (☆コロンビア
の都市). 
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プエブラ(デサラゴサ)＿Puebla de Zaragoza (☆
メキシコの州，州都). 

プエルタデルソル＿Puerta del Sol (☆スペイン，
マドリードの都心の広場). 

フエルテオリンポ＿Fuerte Olimpo (☆パラグア
イの都市). 

フエルテベントゥラ島＿Fuerteventura (☆スペイ
ン，カナリアス諸島の島). 

プエルトアイセン＿Puerto Aysén (☆チリの都
市). 

プエルトアヤクチョ＿Puerto Ayacucho (☆ベネ
ズエラの都市). 

プエルトカレニョ＿Puerto Carreño (☆コロンビア
の都市). 

プエルトデサンタマリア＿Puerto de Santa María 
(☆スペイン，カディス県の町). 

プエルトモント＿Puerto Montt (☆チリの都市). 
プエルトリコ＿Puerto Rico (☆西インド諸島の島，
アメリカ合衆国領). 

フエンデトドス＿Fuendetodos (☆スペインの町). 
フエンテラビア＿Fuenterrabía (☆スペイン北端
の海岸保養地). 

フォルメンテラ島＿Formentera (☆スペイン，バ
レアーレス諸島の島). 

フォルモサ＿Formosa (☆アルゼンチンの都市). 
フォンセカ湾＿Golfo de Fonseca (☆中央アメリ
カ地峡の太平洋岸の湾). 

ブカラマンガ＿Bucaramanga (☆コロンビアの都
市). 

プトゥマヨ＿Putumayo (☆コロンビアの州). 
プトゥマヨ川＿el Putumayo (☆南米大陸の北西
部を流れる川，アマゾン川の支流). 

フニン＿Junín (☆アルゼンチンの都市). 
プノ＿Puno (☆ペルーの県，県都). 
フフイ＿Jujuy (☆アルゼンチンの県). 
プヨ＿Puyo (☆エクアドルの都市). 
ブラボ川＿el Bravo (☆メキシコと合衆国の間の
川). 

ブルゴス＿Burgos (☆スペインの県，県都). 

プレシデンテアジェス＿Presidente Ayes (☆パラ
グアイの県). 

フロリダ＿Florida (☆ウルグアイの都市). 
フロレス＿Flores (☆ウルグアイの県). 
フロレンシア＿Florencia (☆コロンビアの都市). 
プンタアレナス＿Punta Arenas (☆チリの州，州
都). 

プンタデルエステ＿Punta del Este (☆ウルグア
イの観光都市). 

プンタレナス＿Puntarenas (☆コスタリカの県，
県都). 

ベニ＿Beni (☆ボリビアの県). 
ベニカルロー＿Benicarló (☆スペインの港町). 
ベニドルム＿Benidorm (☆スペインのリゾート都
市). 

ベニ川＿el Beni (☆ボリビアの川). 
ベラクルス＿Veracruz (☆メキシコの都市). 
ヘルモシジョ＿Hermosillo (☆メキシコの都市). 
ペレイラ＿Pereira (☆コロンビアの都市). 
ヘレスデラフロンテラ＿Jerez de la Frontera (☆
スペインの都市). 

ヘロナ＿Gerona (☆スペインの県，県都). 
ホーン岬＿Cabo de Hornos (☆チリ領，南アメリ
カ最南端の岬). 

ボカ＿La Boca (☆アルゼンチン，ブエノスアイ
レスの地区). 

ボカスデルトロ＿Bocas del Toro (☆パナマの都
市). 

ボケロン＿Boquerón (☆パラグアイの県). 
ポサダス＿Posadas (☆アルゼンチンの都市). 
ポトシ＿Potosí (☆ボリビアの都市). 
ポパヤン＿Popayán (☆コロンビアの都市). 
ポポカテペトル山＿Popocatépetl (☆メキシコの
火山). 

ボヤカー＿Boyacá (☆コロンビアの県). 
ボリバル＿Bolívar (☆エクアドルの県; コロンビ
アの県; ベネズエラの州). 

ポルト＿→オポルト. 
ポルトゥゲサ＿Portuguesa (☆ベネズエラの州). 
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ポルトビエホ＿Portoviejo (☆エクアドルの都市). 
ポンテベドラ＿Pontevedra (☆スペインの都市). 
ポンフェラダ＿Ponferrada (☆スペインの都市). 
マウレ＿Maule (☆チリの県). 
マエストラ山脈(シエラ～)＿Sierra Maestra (☆
キューバの山地). 

マオン＿Mahón (☆スペイン，バレアーレス諸
島メノルカ島の都市). 

マカス＿Macas (☆エクアドルの都市). 
マカレナ＿Macarena (☆スペイン，セビリアの地
区). 

マグダレナ＿Magdalena (☆コロンビアの都市; 
ボリビアの都市). 

マサヤ＿Masaya (☆ニカラグアの都市). 
マジェコ＿Malleco (☆チリの県). 
マジョルカ島＿Mallorca (☆スペイン，バレアー
レス諸島中の最大の島). 

マゼラン海峡＿Estrecho de Magallanes (☆南ア
メリカ大陸南端の海峡). 

マタンサス＿Matanzas (☆キューバの都市). 
マチャラ＿Machala (☆エクアドルの都市). 
マチュピチュ＿Machu Pichu (☆ペルー南部に
あるインカ遺跡). 

マデイラ諸島＿Archipiélago de Madeira (☆大
西洋中東部，ポルトガル領の火山列島). 

マトゥリン＿Maturín (☆ベネズエラの都市). 
マドレデディオス＿Madre de Dios (☆ペルーの
県). 

マナビー＿Manabí (☆エクアドルの県). 
マニサレス＿Manizales (☆コロンビアの都市). 
マヨルカ(パルマデ～)＿Palma de Mallorca (☆
スペイン東部，マヨルカ島南西岸の都市). 

マラガ＿Málaga (☆スペインの県，県都). 
マラカイ＿Maracay (☆ベネズエラの都市). 
マラカイボ＿Maracaibo (☆ベネズエラの都市). 
マラカイボ湖＿lago de Maracaibo (☆油田地帯
として有名). 

マラニョン川＿el Marañón (☆ペルー北部を流
れるアマゾン川の支流). 

マリアナオ＿Marianao (☆キューバ，ハバナの
北西にある衛星都市). 

マ リ ス カ ル エ ス テ ィ ガ リ ビ ア ＿ Mariscal 
Estigarribia (☆パラグアイの都市). 

マリスマス＿Las Marismas (☆スペイン，グアダ
ルキビル川の河口の湿原). 

マルデルプラタ＿Mar del Plata (☆アルゼンチ
ンの観光地港湾都市). 

マルドナド＿Maldonado (☆ウルグアイの都市). 
マルベリャ＿Marbella (☆スペインの海岸保養
地). 

マンサナレス＿Manzanares (☆スペイン中部を
流れるタホ川の支流). 

ミシオネス＿Misiones (☆パラグアイの県; アル
ゼンチンの県). 

ミチョアカン＿Michoacán (☆メキシコの県). 
ミトゥー＿Mitú (☆コロンビアの都市). 
ミナス＿Minas (☆ウルグアイの都市). 
ミランダ＿Miranda (☆ベネズエラの州). 
ムラセン山＿Pico de Mulacén (☆スペインの高
峰). 

ムルシア＿Murcia (☆スペインの県県都自治
州). 

メキシコ湾＿Golfo de México (☆北アメリカ大
陸南東の湾). 

メタ＿Meta (☆コロンビアの県). 
メタ川＿el Meta (☆オリノコ川の支流，コロンビ
アとベネズエラの国境を流れる). 

メデジン＿Medellín (☆コロンビアの都市). 
メノルカ島＿Menorca (☆スペイン，バレアーレ
ス諸島の島). 

メヒカリ＿Mexicali (☆メキシコの都市). 
メリダ＿Mérida (☆スペインの都市; メキシコの
都市; ベネズエラの都市). 

メリリャ＿Melilla (☆スペイン領，アフリカ北西端
の都市). 

メルセデス＿Mercedes (☆ウルグアイの都市; 
アルゼンチンの都市). 

メロ＿Melo (☆ウルグアイの都市). 
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メンドサ＿Mendoza (☆アルゼンチンの州州部). 
モカ＿Moca (☆ドミニカの都市). 
モゲル＿Moguer (☆スペインの町). 
モコア＿Mocoa|mokóa|  (☆コロンビアの都市). 
モナガス＿Monagas (☆ベネズエラの州). 
モレリア＿Morelia (☆メキシコの都市). 
モレロス＿Morelos (☆メキシコの州). 
モロナサンティアゴ＿Morona-Santiago (☆エク
アドルの県). 

モンセラト山＿Montserrat (☆スペインの山). 
モンタニャ＿La Montaña (☆スペインカンタブリ
ア地方). 

モンテアルバン＿Monte Albán (☆メキシコ南部，
オアハカ州のサポテカ文化の古代遺跡). 

モンテリア＿Montería|montería|  (☆コロンビア
の都市). 

モンテレイ＿Monterrey (☆メキシコの工業都
市). 

ヤラクイ＿Yaracuy (☆ベネズエラの州). 
ヤンキウエ＿Llanquihue (☆チリの県). 
ユカタン＿Yucatán (☆メキシコの州). 
ユカタン半島＿Península de Yucatán,. 
ユステ＿Yuste (☆スペインの町). 
ラウソン＿Rawson (☆アルゼンチンの都市). 
ラグランハ＿La Granja (☆スペインの町). 
ラコルニャ＿La Coruña (☆スペインの県県都). 
ラスパルマス＿Las Palmas (☆スペイン，カナリ
アス諸島の県，県都). 

ラスビヤス＿Las Villas (☆キューバの地名). 
ラセイバ＿La Ceiba (☆ホンジュラスの港湾都

市). 
ラタクンガ＿Latacunga (☆エクアドルの都市). 
ラプラタ＿La Plata (☆アルゼンチンの都市). 
ラプラタ川＿Río de la Plata (☆南アメリカ大陸
の川). 

ラマンチャ＿La Mancha (☆スペインの地方). 
ララ＿Lara (☆ベネズエラの州). 
ラレド＿Laredo (☆スペインの港町). 
ランカグア＿Rancagua (☆チリの都市). 

ランサロテ島＿Lanzarote (☆スペイン，カナリア
諸島中の島). 

ランバイェケ＿Lambayeque (☆ペルーの県). 
ランブラス通り＿las Ramblas (☆スペイン，バル
セロナの中央通り). 

リオアチャ＿Rioacha (☆コロンビアの港湾都市). 
リオガジェゴス＿Río Gallegos (☆アルゼンチン
の港湾都市). 

リオグランデ(デルノルテ)川＿Río Grande del 
Norte (☆メキシコとアメリカ合衆国の国境を
流れる川). 

リオデジャネイロ＿Río de Janeiro (☆ブラジル
の都市). 

リオハ＿La Rioja (☆アルゼンチンの都市；スペ
インの地方，自治州). 

リオバンバ＿Riobamba (☆エクアドルの都市). 
リナレス＿Linares (☆スペインの都市; チリの都
市). 

リベラ＿Rivera (☆ウルグアイの都市). 
リベルタード＿La Libertad (☆エルサルバドル
の港湾都市；ペルーの県). 

ルゴ＿Lugo (☆スペインの県，県都). 
レオン＿León (☆スペインの都市; メキシコの
都市; ニカラグアの都市). 

レシステンシア＿Resistencia (☆アルゼンチン
の都市). 

レティシア＿Leticia (☆コロンビアの都市). 
レリダ＿Lérida (☆スペインの都市). 
ログロニョ＿Logroño (☆スペインの都市). 
ロサリオ＿Rosario (☆アルゼンチンの都市). 
ロスアンヘレス＿Los Ángeles (☆チリの都市). 
ロスリオス＿Los Ríos (☆エクアドルの県). 
ロハ＿Loja (☆エクアドルの都市). 
ロレト＿Loreto (☆ペルーの県). 
ロンセスバジェス＿Roncesvalles (☆スペインピ
レネー山脈中の谷). 

ロンダ＿Ronda (☆スペインの町). 
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