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スペイン語ガイドブック 

副詞 

 
■ 副詞の形について 

副詞は性・数・人称によって変化することはありません1。 
 Los niños volvieron temprano. // 子供たちは早く帰った。 【語句】

volver 帰る、temprano 早く 
 

＊他の品詞と同じ形の副詞 
(1) 副詞の中には形容詞と同じ形になるものがあります。 

 temprano 早い，早く 
 alto 高い，声が大きく 
 claro はっきりとした，はっきりと 
 Hablaban muy alto. // 彼らはとても大きな声で話していた。 

 

(2) 不定語と同じ形をしたものがあります。→不定語 
 Juan lee muchos. // フアンは多くの本を読む。 【語句】leer 読む(他

動詞) 
 Juan lee mucho. // フアンはたくさん読書する。 【語句】leer 読書す

る(自動詞) 
 

＊上の muchos は muchos libros の意味で使われている不定語で他動詞の

leer の目的語ですが，下の mucho は副詞で，自動詞の leer を修飾していま

す。 

                                                  
1 ＊次の cansadas のように性・数が変化したものは形容詞です。これを「形容

詞の副詞的用法」とよびます。 
 Las niñas volvieron cansadas. // 女の子たちは疲れて帰った。  【語

句】niña 女の子、cansado 疲れている 
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■ -mente の副詞 
形容詞に mente という接尾辞をつけて 様態を示す副詞を作ることができま

す。 
(1) o で終わる形容詞は，それを a に変えて-mente をつける。 
• lento ゆっくりとした→ lentamente ゆっくりと 
• rápido 速い → rápidamente 速く 

 

(2) その他の形容詞はそのまま-mente をつける。 
• amable 優しい→ amablemente 優しく 
• feliz 幸福な→ felizmente 幸福に 

 ¿Cómo has pasado el fin de semana? --Estupendamente. // 週末は

どう過ごしたの?―最高だった。 
 ¿Hacéis deporte habitualmente? // 君たちは普段スポーツをするの?  

【語句】 deporte スポーツ、habitualmente いつも 
 

■副詞の機能 
副詞は次のように働きます。 

 

(1) 動詞を修飾する 
 Juan estudia mucho. // フアンはたくさん勉強する。  

 

(2) 形容詞を修飾する。 
 Este libro es muy interesante. // この本はとてもおもしろい。 

 

(3) 他の副詞を修飾する。 
 Mi padre salió de casa muy temprano. // 父はとても早く外出した。  

 

(4) 文全体を修飾する。 
 Francamente no entiendo nada. // 率直に言えば，私は何もわかりま

せん。 
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(5) 名詞や数詞を修飾する。 
 Hay casi mil personas. // およそ 1000 人の人がいます。 【語句】casi 

およそ、persona 人 
 

(6) 副詞＋前置詞で前置詞句になる。 
 Nuestra universidad está cerca de la estación. // 私たちの大学は駅

のそばにある。 【語句】universidad 大学、cerca de ... …のそばに，

estación 駅 
 

■ 前置詞＋名詞で副詞句を作る 
前置詞＋名詞の形をした副詞句があります。a, de, con, en, por などの前置

詞＋名詞で副詞句ができます。 
(1) a＋名詞 

 a caballo またがって，a pie 歩いて。 
(2) de＋名詞 

 de paso ついでに，de verdad 本当に。 
(3) con＋名詞 

 con confianza 信頼して，con cuidado 注意して。 
(4) en＋名詞 

 en secreto 秘密にして，en pie 立って。 
(5) por＋名詞 

 por sorpresa 不意に，por lo menos 少なくとも。 
 

■ 副詞の位置は？ 
(1) 副詞が動詞を修飾するときは動詞の後につけます2。 

                                                  
2 ＊副詞を文頭におくと意味が強くなります。 

 Mucho trabaja Juan. // フアンはずいぶん働く。 
＊このとき主語は動詞の後になります。 
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 Juan trabaja mucho. // フアンはよく働く。 �trabajar 働く 
 

(2) 副詞が形容詞・副詞・名詞を修飾するときは，それらの前に置かれます。 
 Juan es un niño muy listo. // フアンはとても頭がいい子だ。 
 He visto por lo menos diez pájaros. // 私は少なくとも 10 羽の鳥を見た。 

【語句】por lo menos 少なくとも，pájaro 小鳥 
 

(3) 時と場所を示す副詞の位置は比較的自由です3。 
 Mañana tengo un examen. / Tengo mañana un examen. / Mañana un 

examen mañana. // 明日試験がある。 
 
 

■ 「時刻」を示す表現 
□ 時刻の示し方は？ 

 El teatro comenzará a las ocho y media. // 芝居は 8 時半に始まるで

しょう!【語句】teatro 芝居，comenzar 始まる，media 半分 
 

＊ 1 時台は定冠詞の単数形 la を用います。2 時以降は定冠詞は複数形の

las を用います。15 分は cuarto といいます。 
 Pasaré a recogerte a la una y cuarto. // 1 時 15 分に君を迎えに行こう。 

 
 

■位置を示す副詞 
 

                                                  
3 ＊意味が大きく異なる場合があります。 

 Ayer Juan prometió pagarme. // 昨日，フアンは私に支払うことを約

束した。 
 Juan prometió pagarme ayer. // フアンは私に昨日支払うことを約束

した。 【語句】prometer 約束する，pagar 支払う。 
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(1) 基本的に上のような位置関係を示す副詞があります。 

 ¿Qué hay dentro? (中に何がありますか？) 
 ¿Dónde está Juan? – Está fuera. (フアンはどこ？－外だよ) 
 Ve delante y yo iré detrás. (君が先に行って，僕は後ろから行くか

ら) 
 Mi cuaderno está debajo. (私のノートは下にある) 

 

(2) de をつけると、たとえば dentro de が「…の中に」のような意味で

前置詞の役目を果たします。 
 La bicicleta está dentro del garaje. (自転車はガレージの中にあり

ます) 
 Pusimos los esquíes encima del coche. (私たちはスキーを車の上に

載せた) 
 El instituto está a la derecha del edificio 10. (研究所は 10 号館の右

にある) 
 

(3) 自分がいる位置から見た場所や方向を示すには次の副詞を用いま
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す。 
• afuera 外で：Mi marido me espera afuera. (夫が外で私を待ってい

ます) 
• adentro 中に：¡Ay!, se me quedó la llave adentro. (しまった！鍵を

中に忘れた) 
• arriba 上に：Arriba hay dos dormitorios. (上には 2 つ寝室があり

ます) 
• abajo 下に：Oí unos ruidos abajo. (私は階下に物音がするのを聞

きました) 
• adelante 前に：Seguiremos adelante. (先に進みましょう) 
• atrás 後ろに：El niño dio un paso atrás. (その子は一歩後ずさり

した) 
 

(4) 「…の上に」には sobre，「…の中に」は en を使うことも多いです。 
• Sobre la mesa hay un florero. (テーブルの上に花瓶があります) 
• Pedro está en casa. (ペドロは家にいます) 

 

(5) 「…の前に」ante、 「…の後で」tras、 「…下に」bajo は比喩的・

抽象的な意味になり，おもに文語で用いられます。 
• No puedo encogerme de hombros ante la injusticia. (私は不正を前

に肩をすくめてはいられない) 
• Los soldados marchaban bajo la lluvia. (兵士たちは雨の中を行進

していた) 
• Tras la montaña hay un pueblo. (山の後ろに村がある) 

 

(6) その他にも次のような副詞句と前置詞句があります。 
• al fondo (突き当たりに)，al fondo de (…の突き当たりに) 
• al lado (横に)，al lado de (…の横に) 
• alrededor de (…のまわりに) 
• cerca (近くに)，cerca de (…の近くに) 
• en medio (真ん中に)，en medio de (…の真ん中に) 
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• enfrente (正面に)，en frente de (…の正面に) 
• junto a (…のそばに) 
• lejos (遠くに)，lejos de (…から遠くに) 

 
 

スペイン語の理由 

 
＊スペイン語の-mente は英語の-ly と働きが似ているような気がします。

それから、スペイン語の形容詞が女性形になる理由は何ですか？ 
 
→ 英語の-ly の語源は lic で「体」という意味でした。スペイン語の mente
は本来「心」という意味です。それぞれ「…という体で」，「…という心で」

という意味から副詞になりました。スペイン語の mente は現代でも「精神」

という意味で使われます。これが女性名詞なので，前にくる形容詞が女性

形なのです。 
 
 


