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スペイン語ガイドブック 

■形容詞の形 

 
Q - 1:形容詞の変化とは？ 

 

形容詞はそれが修飾または叙述する名詞の性・数に合わせて形を変えます。

これは形式的な交替なので、形容詞そのものの意味は変わりません。 
 Juan es alto. // フアンは背が高い。 
 Juana es alta, también. // フアナも背が高い。 

 

ここで altoもaltaも「背が高い」という同じ意味です。このように形容詞の

変化は意味を変えません1。 
 
 

Q - 2:形容詞の性による変化は？ 
 

基本的に次の規則に従います。 
(1) o で終わる形容詞の女性形の語尾は a 

 blanco - blanca 白い 
 

(2) その他の形容詞は男女同形 
 verde - verde 緑の、azul - azul 青い 

 
 

Q - 3:a で終わる男女同形の形容詞は？ 

 
a で終わる男女同形の形容詞があります。これらは男性形で o となりませ

ん。 
                                                  

1 一方、名詞の性の変化には「男性・女性」という本来の意味があります。 
 un chico 男の子 / una chica 女の子 
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 agrícola 農業の、indígena 先住民の、 nómada 遊牧民の 
 

Q - 4:地名から派生した形容詞 
 

地名から派生した形容詞の変化は次の規則に従います。文中では大文字にし

ません2。 
(1) o で終わる形容詞の女性形は o を a に変える。 

 chino - china 中国の、peruano - peruana ペルーの 
(2) 子音で終わる形容詞の女性形はaをつける3。 

 español - española スペインの、japonés - japonesa 日本の 
(3) o 以外の母音 a、e、i、u で終わる形容詞は男女同形である。 

 árabe アラブの、belga ベルギーの、estadounidense アメリカ合衆国の、

marroquí モロッコの、papú パプアの 
 
 

Q - 5:男女形がある形容詞の接尾辞 
 

次の接尾辞をつけた形容詞は a をつけて女性形を作ります。 
 -or4: agotador - agotadora 消耗する、hablador - habladora よく話す 
 -án: holgazán - holgazana 怠け者の、charlatán - charlatana おしゃべりの 
 -ín: chiquitín - chiquitina ちっちゃな、pillín - pillina ずるい 
 -ón: mandón - mandona いばりちらす、preguntón - preguntona 質問好き

の 
 

                                                  
2 地名以外でも一般に、固有名詞から派生した形容詞は小文字で書きます。 

 cervantino セルバンテスの 
3 ただし次は子音で終わるが男女同形です。 

 balear バレアレスの、provenzal プロバンスの 
4 -or が「比較」の意味を表す接尾辞であれば男女同形です。 

 mejor より良い、peor より悪い、mayor より大きな、menor より小

さな、anterior 前の、posterior 後の、interior 中の、exterior 外の、superior 
上の、inferior 下の 
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Q - 6:形容詞の複数形は？ 
 

名詞の複数形の作り方と同じです。 
(1) 母音で終わる形容詞は-sをつける5。 

 blanco 白い(男性形)→ blancos 
 japonesa 日本の(女性形)→ japonesas 

 

(2) 子音で終わる形容詞は es をつける。 
 japonés 日本の(男性)→ japoneses 

 

 
Q - 7:「性・数の一致」とは？ 
 

(1) 形容詞は名詞を修飾して名詞句を形成します。形容詞の語形は修飾する

名詞の性と数に一致します。 
 ¿Valencia es un lugar bonito? // バレンシアはきれいなところですか。 

 

(2) 形容詞は主語の補語にもなります。このとき、形容詞の形は主語の性・

数と一致します。 
 Valencia es famosa por la paella。 // バレンシアはパエリャで有名です。 
 Los niños volvieron a casa muy cansados. // 子供たちはとても疲れて家に

帰った。 
 

(3) 形容詞は目的語の補語にもなります。このとき、形容詞の形は目的語の

性・数と一致します。 
 La veo decaída. // 彼女は元気がないようだ。 

 

(4) 冠詞や所有形容詞をつけて代名詞化するときは、代名詞として指す内容

の名詞に一致します。 
                                                  

5 アクセントのある母音で終わる語は es をつけます。 
 papú パプアの→ papúes 
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 Aquí está tu coche. ¿Dónde está el mío? // ここに君の車があるが、僕のは

どこだろう？ 
 
 

Q - 8:複数の名詞を修飾する形容詞の形は？ 
 

(1) 形容詞が主語または目的語の補語であるときや、名詞の後にあるときは、

名詞句全体と一致し、男性名詞と女性名詞が混ざるときは男性複数形になり

ます。 
 Juan y María son simpáticos.  // フアンとマリアは感じがよい。 
 Encontré a Juan y María muy preocupados. // フアンとマリアはとても心

配していた。 
 

(2) 形容詞が名詞の前にあるときは、直後の名詞に一致することが多いです。 
 El director admiraba su extremada hermosura y talento. // 監督は彼女の際

立った美貌と才能を賞賛していた。 
 
 

Q - 9:形容詞の語尾脱落形とは？ 
 

一部の形容詞は次のような場合に語尾が脱落します。 
(1) 男性単数名詞の前で-oが脱落する形容詞6 

 bueno - buen よい、malo - mal 悪い、primero - primer 初の、tercero - 
tercer 3 番目の 

 buen tiempo良い天気、mal estado悪い状態, cf. mala costumbre 悪い習慣 

7 
                                                  

6 男性名詞でも複数ならば malos となる 
 malos días 悪い日々。 

主語の補語でも malo である。 
 Este chico es muy malo. // この子はとても悪い 

7 estado「状態」は男性名詞なので、mal という男性語尾脱落形になる。これ

に対して costumbre 習慣は女性名詞なので、mala という女性形になる。 
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(2) grandeは名詞（男性でも女性でも）の前でgranとなる8。 
 gran amigo 親友、gran hombre 偉人 

＊女性名詞の前でも gran になる。 
 gran mujer 偉大な女性 

 

(3) santoは男性名詞の前でsanになる9。 
 San Isidro 聖イシドロ、Santa Teresa 聖テレジア 

 
 
fin 

 
8 複数ならば grandes となる。 

 grandes hombres 偉人たち 
主語の補語でも grande となる。 

 Esta universidad es grande. // この大学は大きい 
9 Tomás, Tomé, Domingo には Santo が使われる。 

 Santo Domingo 聖ドミニクス 


