
『スペイン語史』正誤表 

 

 誤 正 

p. 28  注 27，2行目 五十音のイ列… 五十音のイ段… 

p. 32 18行目 古典ラテンの語… 古典ラテン語… 

p. 33 1行目 diēs「日」 diēs（m.または f.）「日」 

p. 38 下から 11〜12行目 Pater Paulum appellat. Pater Paulum vocat. 

〃 下から 8行目 SVO (Pater appellat Paulum.) SVO (Pater vocat Paulum.) 

    同上 OVS (Paulum appellat Pater.) OVS (Paulum vocat Pater.) 

p. 48 下から 7行目 Rodirigo Rodrigo 

p. 55 下から 7行目 naranja 削除（次の行の naranja は残す） 

p. 57  10行目 (Tariq ibn Zayid) (Tariq ibn Ziyad) 

p. 78  注 5，5 行目 伊藤（2006） 伊東（2006） 

p. 80 下から 9行目 Conde de Lucanor Conde Lucanor 

p. 96 3 行目 ただし，このワウの… このワウの… 

p. 118 7 行目 /-gn-/ > /nː/ > /ɲ/ /-gn-/ > /nn/ > /ɲ/ 

p. 121 12 行目 pisce (piscis) >peç (EMd. pez) 「魚」 削除 

p. 122 11 行目 vāgina > vaina「さや」 削除 

p. 125 4 行目 /-nkt-, -nst-/ > /nt/ /-nkt-, -nst-/ > /nt, st/ 

p. 131 3 行目 しかし，音位転換を起こした上で… しかし，語中音となった上で 

p. 146 14 行目 simplu (simplus) > simple simplice (simplex) > LT. simplu (simplus) > simple 

p. 147 9~10 行目 señor (< seniōre (senior ⇦ senex「老いた」） señor (< seniōre ⇦ senex「老いた」） 



p. 151 2行目の表 

 

  女性   中性 

単数  ista(m) > esta  istud > esto 

   ipsa(m) > essa  ipsu(m) > esso 

     atque illa(m) > aquella 

 女性   中性 

単数  ista(m) > esta  istud > esto 

ipsa(m) > essa  ipsu(m) > esso 

  atque illa(m) > aquella atque illud > aquello 

p. 164 下から 16行目 /ɡ/-/z/: /ɡ/-/dz/: 

p. 166  注 50，1行目 Llyod Lloyd 

p. 171 15行目 *sapui saupi 

p. 178 5行目 接続法 6時制 接続法 4時制 

p. 185 16行目 hattà ḥattā 

p. 191 下から 7行目 (extrajerismo) (extranjerismo) 

p. 192  6行目 「化学，学問」 「科学，学問」 

p. 193 注 63，1行目 Cormonas Corominas 

p. 193 注 63，2行目 REA RAE 

p. 196  下から 12行目 アラゴンでは バレンシアでは 

p. 202  下から 2行目 /b/と/v/ /b/と/β/ 

p. 258  18行目 elccto- electro- 

p. 305  2行目 その名は思い出せないが， その名は思い出したくないが， 

p. 309 12行目 Altatorre, Antonio, Alatorre, Antonio, 

 


