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山本 美緒
8 月頭に帰国したのがまだしっくりこない。

CONACYT からこれに関する説明は一切なかっ

方々から「昨日、日本を出たと思ったのに、も

たため、日墨生は皆チェックインカウンター

う帰ってきたの」と言われる。私も同感だ。

で初めてその事実を知るという…。

今期（47 期）の日墨研修は、急遽早期帰国

スーツケースのチャックを閉めるのに悪戦

したメンバーがいたり、メキシコに残ったメ

苦闘するレベルで、すでに荷物はぎゅうぎゅ

ンバーも活動が制限されたり、となかなか稀

う詰めだったが、超過料金がかからないなら、

有な経験をさせてもらった自覚はある。帰国

もう少しお土産を買ったのにな、と思ってし

便も行きの飛行機と同様に、ギリギリになる

まった私であった。

まで詳細が決まらず、荷造りが地獄だったの

これら 3 つのスーツケースに加え、手荷物

で、最終号となる 7 月号では、お土産の話と荷

として持ち込んだものが 15kg くらい（規定で

造りの話をしたいと思う。

はほんとは 10kg までなのだけど）
。全て合わせ
ると 90kg を超えてしまったことになる。
これほどまでに荷物が重くなってしまった

荷造りの話

のは、私の場合は「本」が一番の原因であろう。

6 月号では、メキシコに来る際にどんな荷物

スーツケース 3 つのうち 1 つは本で埋まって

を持ってきたのか、ということをテーマにし

しまうほどだった。CEPE の教科書や学部の教

たが、今回は帰国の荷造りの話である。

科書、現地で購入した冊子など、全て合わせる

まず、最初に言ってしまうと、荷物の総重量

と 26kg ほど。日本から厳選して持参した本は、

はざっと 90kg くらいになった。スーツケース

全く読まなかったので、本は要らないという

2 つ＋手荷物のリュック 1 つ（大体 50kg 強）

ことを学んだ。

でメキシコに来たが、１年で倍ぐらいの重さ

日本から郵送してもらったものも、帰国の

になってしまった。荷造りを始めて早々にス

荷物が多くなった原因である。日本に荷物を

ーツケース 2 つで帰ることは諦め、超過荷物

送ることも考えたが、飛行機の超過手荷物料

として 3 つ目を預けることを決意。La Comer で

金と比較しても、値段がそこまで変わらない、

3800 ペソでサムソナイトのスーツケースを一

むしろ郵送の方が高い場合もあることや、荷

つ購入。容量の記載がなかったが、おそらく

物が無事届くのか、という不安もあったため、

64L。

超過荷物として預けることを選んだ。

スーツケース 3 つで荷造りをし、最終的に
空港で確認したところ、23.1kg、23.6kg、29.6kg
という結果に。23kg 以内のスーツケースを 2

お土産の話

つ、32kg 以下のスーツケースを 1 つ作ろうと

スーツケースの余裕を考えるとあまり買う

考えていたため、家の体重計を使って何度も

ことができなかったのだが、そんな中で何を

調整していたのだが、あっさり全て 23kg オー

お土産品として選んだのか紹介したいと思う。

バー。やらかした、と内心とても焦ったが、帰

・パペルピカド（papel picado ）x 50

国便は CONACYT による団体予約だったため、

・テキーラチョコレート 140 粒

超過料金が取られることはなかった。ただ、

・ポテトチップス x4
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・ハイビスカスティー

「テキーラチョコレート」TURIN のものを購

・ポーチ x5

入した。一番有名なのではないかと思う。

・メスカル x3

Walmart の方 が 品揃 えが 豊 富 だっ た が、 La

などなど。一つ一つ紹介したい。

Comer と値段は変わらなかった。値段は 20 個

「パペルピカド」コヨアカンの民芸品市場で

入りで 101.10 ペソ。30 個入りや 10 個入りの

購入した。正面出入り口ではなく、側道にある

ものもあったが、20 個入りのこれが一番単価

出入り口を進んで、1 階すぐ右手にあるお店で

が安かった。結構しっかりアルコールで「子供

は、たくさんのパペルピカドを取り扱ってい

は食べないでください」という注意書きもあ

る。カラフルなガーランドのような切り絵で、

るが、TURIN のかなり甘いチョコレートとテキ

そこでは様々なサイズのものが売られていた。

ーラがよくあう、美味しい。メキシコに着いた

一番小さいもので 5x5cm くらいのサイズの切

らまず買って食べてみるのも良いと思う。
「思

り絵が 10 枚ついた長さ 1m のもの、12 ペソ。

っていたよりずっとアルコール」と聞いてい

その一つ上のサイズがひとまわりくらい大き

たので、少しびびっていたが、お酒が苦手な私

いもので、長さは 1.5m ほど、15 ペソ。もっと

も美味しく感じた。jose guero especial と 1800

大きいものもあったが、値段と詳細は不明。そ

の 2 種類購入したが、個人的には前者の方が

このお店では 16 種類の絵柄を扱っていたため、

甘くて好きだ。

各絵柄を 3 つほど購入した。全部で 50 枚 x15

「ポテトチップス」Sabritas の棒状のもの stax

ペソ＝750 ペソのところ、200 ペソほど割引し

（155g）
、32 ペソ。Sabritas のポテチは個人的

てくれた。

に好きなのだが、棒状の Stax は袋のものとは

パペルピカドの良い点は、やはり紙なので

味が違かったので、ぜひ食べ比べを。塩味は袋

嵩張らないし、軽いことではないかと思う。以

の方が好きだが、Stax の BBQ picante があとを

前メキシコを訪れた際に、欲しかったが買え

引く美味しさで、お土産用にいくつか購入し

なかったということもあり、今回気合を入れ

た。

て大量購入してしまった。これを飾るだけで

「ハイビスカスティー（té jamaica）
」ティー

部屋の雰囲気が一瞬でメキシコになるので、

バッグのものをいくつか。20 パックほど入っ

いろんな人に楽しんでもらいたいと思う。

て 20、30 ペソくらいのものばかりだし、こち
らも軽くて嵩張らないのでお土産品としては

左

ピアス

手頃だろう。今回は買わなかったが、水に味を

右

パペルピカド

つけるジュースの素みたいなものもメキシコ

＠コヨアカン民芸品

のスーパーではたくさん売られているので、

市 場 (Mercado

そちらもお土産品として良いのではないかと

de

artesanías de Coyoacán )

思う。
「刺繍入りのポーチ」一つ 75 ペソ、小銭入
れサイズ。コヨアカンの民芸品市場で購入し
た。値段はピンキリ、デザイン・サイズは多種
多様なので、数日かけてじっくりいろんなお
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店を見てみたい。

この他に買ったものは、ほとんど自分用に
なるのだが、オアハカで何着か刺繍のブラウ
ス（お値段はピンキリ）を、コヨアカンの市場
でイヤリング（一セット 35 ペソ〜）や、革製
品のブレスレット（35 ペソ、150 ペソ）
、それ
から刺繍の入った布マスク（50 ペソ）など。
オアハカチーズの Quesillo なども買いたかっ
たのだが、帰国後 2 週間の隔離生活を考えて
断念した。

＠道端、コヨアカン
ポーチ以外にもブラウスやトルティージャ入れなども

「メスカル」メキシコの地酒でテキーラに似
ているお酒である。La Europea という酒屋で 1
本購入した。チェーンの酒屋で、いろいろな種
類のお酒を大量に取り扱っているので、お酒
が好きな人はどんどん行ってみるべきかと思
う。400conejos というメスカルを買ったが、パ

＠コヨアカン民芸品市場
アクセサリーは種類豊富でなおかつ安いのでついつ
い、
、
、
帰国前に民芸品市場の営業が再開したのは

ッケージのデザインがウサギでとても可愛ら

嬉しかった。とはいえ、営業は縮小しており、

しい。公式のホームページも、見づらいがとて

開いている店舗はぱっと見で以前の半分以下

も可愛いので「400conejos」と検索してみてほ

といったところ。
「毎日やってるよ！」と聞い

しい。Joven という一番飲みやすいやつを 500

たお店も、次の日以降ずっと閉まっているこ

ペソで購入した。残りの 2 本は、手荷物検査を

ともあり、気になっていたが買えなかったも

終えた後の空港の免税店エリアで購入した。El

のもいくつかあったのは残念だ。

recuerdo de Oaxaca という芋虫入りのメスカル
1000ml で値段は 16 ドル（USD）
、メキシコペソ
だと 350 しないくらいだろう。
まだ 400conejos は開けていないので味がわ
からないのだが、後者の el recuerdo は非常に
評判がいい。値段もお手頃だったし、お勧めし
たい。芋虫入ってるし。芋虫が入っている理由
は諸説あるそうだが、個人的にはメキシコら
しさ満載な気がして好きだ。

＠シウダデラ市場
ここも開いていたということだが、撮影は 2 月の自粛前。
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「買えばよかった！」と一番思っているの
は、T シャツ（playera）である。メキシコで売
っている T シャツには非常にユニークなもの
が多いので、スペイン語のメッセージ付きの
ものを 1 枚くらい買えばよかったなあ、と思
う。

↑マグネット

＠コヨアカン民芸品市場

＠スーパーSumesa

↑タマリンド（お菓子：嵐もインスタで食べていたやつ）
＠スーパーSumesa
＠オアハカ
メンズのシャツが可愛いので個人的に推し。

後書き（？）
毎月のレポート作成はとても楽しく、このような機会をいただけ

次にいつメキシコに行けるかは誰にもわか

て、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。また、読者の皆皆様に

らないこともあって、これも欲しい、あれも欲

おかれましても、ここまでお付き合いいただき、本当にありがと

しいが帰国前に溢れてしまった。もちろん全

うございました。note は今後もぼちぼち更新できたら、と思いま

てを持ち帰るのは無理がある。思い出として

す。少しでも日墨研修に興味を持っていただけたら、またメキシ

覚えておくにも限界があるのは少し寂しい気

コに興味のある方の情報収集に少しでも役立ったのであれば幸

もするが、時間が経っても忘れなかったもの

いです。最終報告レポートも張り切って書きますので、よろしく

を大切にしたい。

おねがいいたします。それでは、いつかまたメキシコに行ける日
を信じて。

山本美緒
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