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2006 年 11 月 18 日(土)～11 月 26 日(日) 
 



   

スペイン全図と訪問先

 

アムステルダムへ 

マドリッド 

セビーリア 

トレド 



   

 

【行程】 
 

11月 19日(日) 曇 

前夜は荻窪の子供宅に泊まる。朝、子供と別れて出発。東京駅からは成田エ

クスプレスに乗り換えて 3時間前、余裕を持って第 2ターミナルに到着する。

ユーロへの両替は 4万 5千円、ABCカウンターに預けた荷物を受け取りチェッ

クインする。左窓側の席がとれた。軽く食事をした後に出国審査を受けて搭乗

口へ。時間があるので免税店で買い物をする。ベルトが欲しかったので、フラ

ンスのランセル製を日本円で購入する。 

JALのアムステルダム行きは定刻通り 13:30に出発する。間もなく昼食が出

てきた。窓側だが 3列の中央は空席で、スペースはゆったりしている。昼食後

に窓から見るとシベリアの上空で、下は真っ白な雪の山が続いていた。地平線

は夕焼けで、地球の自転の関係で、この夕暮れの風景がオランダへ入るまで

延々と続いた。各シートに液晶テレビがあり、「パイレーツ・オブ・カリビア

ン」などの映画を見まくった。12時間の長い旅だった。 

アムステルダムでは、マドリッド行きに乗り換える前に入国審査があった。

時差で眠いため、待合所で転寝をした。イベリア航空でマドリッドまで 2時間

半、現地時間で夜の 10時に到着した。荷物を受け取り、タクシーで宿泊先の

ホテル FLORIDA NORTEへ向かった。部屋に入り、風呂を済ませベッドに入っ

たのは夜中の 12 時、この日は朝起きてから寝るまで 25 時間の長い 1 日だった。 

 

11月 20日(月) 曇後晴 

朝食はホテルのカフェテリア、パンにハム・ソーセージが主体で飲み物も多

い。ただし野菜がなかった。 

 

   
ドンキホーテの銅像     王宮 

 

ホテルのロビーで待ち合わせ、朝 9時出発の半日市内観光バス（日本語ガイ

ド付き）に乗る。参加者は 20代の女性 2人組、20代のカップルと私の 5人だ

った。スペイン広場ではドン・キホーテの銅像で記念写真、王宮を経由してソ

フィア王妃芸術センターへ入る。いきなり現れたのがピカソの代表作「ゲルニ

カ」。白黒の大きな絵で、戦争の悲惨さを伝えた迫力ある作品だった。ダリの

作品も多数あり、怪しい性の魅力を放っていた。ミロも多くあったがよくわか



   

らなかった。12時にスペイン広場付近の三越前でツアーを終了した。そこから

歩いてホテルへ帰りス、パゲティと魚料理の昼食で 11ユーロ。次の出発まで

部屋で昼寝をした。スペインではこれをシェスタと言う。 

トレドへの半日観光は 15時に出発した。今度は 20代の男性と 2人だけ、大

型バスにガイドさん 2 人との贅沢な旅となった。約 1 時間半でトレドへ到着し、

まず丘の上から前景を見る。これぞ世界遺産！実に絵になる。周りをタホ川に

囲まれた天然の城砦都市だ。バスで城砦都市へ入り、丘の頂上のカテドラル

（大聖堂）に入場する。壁や天井にはゴヤ、エル・グレコ、ベラスケスの絵で

飾られている。ステンドグラスも美しい。信者たちは真剣にキリスト像にお祈

りをしていた。一旦屋外に出て、迷路のような小道を渡りサン・トメ教会へ。

ここにはエル・グレコの「オルガス伯の埋葬」とう有名な絵があった。土産物

では名産の刀剣を売っていた。日本刀まで売っているのには笑った。 

再びマドリッドへ戻り夜の 7時に解散後、同行の若者といっしょにシーフー

ドのレストランで夕食。ムール貝、イカのサラダをビールといっしょに食べ、

スペイン訪問の話がはずんだ。 

 

  
世界遺産のトレド    トレドの聖堂 

 

11月 21日(火) 曇 

今日はセビリアへ入る日。その前にホテルのチェックアウトを済ませ、トラ

ンクの荷物を預ける。今回の旅で最大の楽しみである、プラド美術館へ行くこ

とにする。地下鉄のピオ駅からオペラ駅へ行き、乗り換えてバンコ・デ・エス

パーニャ駅で下車（地下鉄料金は一律１ユーロ）。地上へ上がると目の前に宮

殿風の豪華な白い建物。マドリッドの中央郵便局だ。ここからポプラ並木道を

歩いて 10分、白い大理石作りのプラド美術館へ到着。入場料は 12ユーロ、ま

ず荷物を預けボディーチェックがある。2階から入るといきなりゴヤ作品のマ

ハ・シリーズが現れたのには驚いた。何度か行き来しながら鑑賞する。ベラス

ケス作品ではラス・メニーナス、これは名画だ。エル・グレコは宗教画の連続。

ルーベンスは豊満裸体画が印象的。アンジェリコの「受胎告知」もあった。た

くさんの部屋に分かれて横に百数十メートルで、地階、3階、地下と広いので

全部見るにはかなり時間がかかる。地階の端に土産店があり、すべての作品の

載った良い画集があったので妻の土産に買った。 



   

帰りの途中、地下鉄のソル駅で下車。ここはマドリッド一の繁華街で、山桃

を食べる熊の銅像で有名だ。渋谷のハチ公のように待ち合わせ場所になってい

るそうだ。繁華街でスペイン名物の魚貝入りパエリアを食べる。この昼食はお

いしかった。パエリアのフアンになった。 

 

   
  プラド美術館    ゴヤ作 着衣のマハ 

 

ホテルへ戻り、荷物を受け取ってタクシーでマドリッド空港へ。ターミナル

4 の出発ロビーは広く迷う。電光掲示板でセビリア行きを探すが見つからない。

おかしい！ターミナル番号を間違えたのだろうか？出発時間が迫りあせる。英

語で案内所に聞くとこのターミナルで良いという。チェックインカウンターは

長蛇の列、間に合わない！運よく JALのカウンターを見つけ、国際便客という

ことで特別にチェックインしてもらった。間に合う、助かった！おまけに帰り

の便のマドリッドでの待ち合わせ時間がなく危ない、とのことで前の便に変更

までしてもらった。こういう時は JALで国際便を取ったメリットがあることを

知った。 

それにしても電光掲示は最後までなく、チェックイン後に案内所でゲート番

号を聞き、始めて本当に飛ぶことを知る始末。K68番ゲートへ行ってもセビリ

ア行きの表示はなく、係員にチケットを見せて確認してやっと違いないことを

知る。日本では考えられないことだ。お陰で冷や汗をかいた。（プンプン！） 

 

  
 マドリッドの中心地ソル   山桃を食べる熊の銅像 

 



   

セビリア空港まで 1時間、17時に到着、タクシーで宿泊先のホテル Isla 

Cartuja（イスラ・カルトウーハ）に入る。予約票を見せるが FUJIIと SATORU

がひっくり返っていてチェックインに手間取る。部屋は広く、眺めも良かった。

ここで今日からゆっくりと 4泊する。まだ明るかったので、国際会議の会場ま

で散歩する。高速道路のガードをくぐり、約 10分でセビリア大学コミュニケ

ーション学部を見つけることができた。明日からの会議の準備が始まっていた。

大学の学生たちはおしゃべりでにぎやかだった。 

 

11月 22日(水) 晴 

 朝食はホテルのカフェテリア。おかずはハム・ソーセージが主体で野菜はな

いが、果物やヨーグルトがあるので助かる。飲み物は各種のジュース、牛乳な

ど自由だった。各テーブルにホットコーヒー・ミルクがポットでつく。 

いよいよ今日から国際会議ｍ－ICTEが始まる。9時にホテルを出発、昨日偵

察した会場に入り、まずレジストレーション。分厚い論文誌 3冊をバッグとと

もに受けて急に重くなった。世界中の人が次々と集まってくるが日本人には会

わない。11時からいよいよオープニング。大ホールでまずスペインの主催者か

ら挨拶があった。講演が始まり、トップはドイツ人、2番手が台湾人、3番手は

ポルトガル人。トップは皆から注目され、やりにくいことだろう。 

 

   
 国際会議の会場    大ホールでの発表 

 

昼食は地下の学食で。大皿にフライドポテトと肉の煮込み、パエリア、ヨー

グルト、パンで 3.5ユーロだった。値段は日本と同程度。 

歩いて 10分のホテルへ帰ってシェスタの後、午後は４時から大ホールでの

講演。平行して最初のポスターが 16時半からあった。ここで初めて日本人に

出会った。福岡情報大学の南教授。明日に備えて、ポスター発表の具合を見せ

てもらった。ポスターの正式発表時間はコーヒーブレイクの１時間で、この間

はコーヒー、ジュース、クッキーが自由に飲食できる。その後夜７時半まで発

表がある。 

7時半にホテルへ帰り、夕食にスパゲティを食べた。部屋へ帰り、明日発表

の準備をし、テレビの CNNを見たあとに就寝した。 

 

11月 23日(木) 曇 



   

 8:40にホテルを出発、会場に着くと早くもポスターの貼り出しが始まってい

る。私の場所は 83番、中央奥の上の段で高いので、日本からつぶれないよう

に持参したポスターを、椅子を使ってテープで貼った。その下に前夜準備した

名刺入れ、パンフレット入れを付ける。しばらく中ホールで講演を聞き、10:45

のコーヒーブレイクからポスターの待機に入る。合間に他のポスターの様子を

見る。10mほど離れた場所で長岡技科大学の福村教授が発表していた。13時か

らの昼食は福村教授らと向かいのレストランへ行き、肉＋ポテト＋赤ワイン

（スペインは特産地）ですっかり酔いが回った。ホテルへ帰ってシェスタ（昼

寝）、16時に会場に戻りポスター待機、19時まで講演を聴いてからポスターを

かたづけた。反省点として、パンフレットがすぐ無くなったので、もっと多く

用意すれば良かったと思う。 

 

  
 ポスターでの発表風景     私の発表したポスター 

 

 発表者の国籍は様々。スペイン、ポルトガル、フランス、イタリア、ドイツ、

イギリス、オランダ、デンマーク、スウェーデン、スロベニア、トルコ、スロ

バキア、フィンランド、ポーランド、スイス、オーストリア、イスラエル、メ

キシコ、アメリカ、カナダ、ブラジル、中国、韓国、台湾、シンガポール、オ

ーストラリア、ニュージーランド、そして日本。まさに世界中から集まってい

るようだ。 

講演は日本のスタイルと違う。座長は単なる司会者で、自分から質問はしな

い。聴講者からの質問がなければさっさと拍手をして終わる。逆に質問があれ

ば、いくらでもさせるので延長となる。講演は 1人でとは限らない。2人で半

分ずつ発表したり、ショーのように聴講者とやりとりしながら発表したり（オ

ランダ人 2人）があった。質問に対して関係ない説明を長々とする講演者、質

問にうまく答えられない講演者、質問で自分のことを得意そうに演説する質問

者、などいろいろ。 

 

11月 24日(金) 曇 

 今日はセビリア歴史観光の日。8時半にホテルを出発し、受付で今日のツア

ー代金 45ユーロを支払う。9時半にバスは出発した。ガイドはスペイン人の美

人女性で、スペイン語と英語を巧みに切り分けて操った。参加者は 13名で、

日本人 3名を含み、カナダ人 2人、オランダ人、ブラジル人、台湾人、デンマ



   

ーク人など。まずスペイン広場で下車、その後アルカーサルに入場する。ライ

オンの門をくぐり、アーチの回廊、円形天井、ルーベンスやヴェラスケスの絵、

中庭庭園など。 

出たところがカテドラルの広場、いよいよ大聖堂へと入る。最初はヒラルダ

の塔の展望台まで標高差 70mの登り。階段でなくスロープになっているのでと

ても登りやすい。四辺形をぐるぐる回るので、高度さを感じることなく安全で

スムーズに登れる。右側通行で下りと交差する。3年前に登ったパリの凱旋門

では、急ならせん状階段で高度感と危険を感じたが、この方法はうまいと思う。

展望台から眺めるセビリアの町並みは実にすばらしい。城壁と赤屋根を基調に

統一され、町が整然として美しい。真下のカテドラルやアルカーサルの全貌も

迫力がある。セビリアのカテドラルはバチカンのサン・ピエトロ大聖堂、ロン

ドンのセント・ポール大聖堂とともに世界 3大カテドラルと言われている。主

祭壇、ゴヤの絵画、金の冠の聖器室、そしてコロンブスの墓がある。ステンド

グラスの赤と青が実に鮮やかだった。最後はオレンジの中庭に出た。  

 

  
 セビーリアのスペイン広場 世界遺産のセビーリア大聖堂 

 

外に出てまた迷路の町並みを歩き、指定のレストランで昼食会。２つのテー

ブルに別れ、ワインを飲みながら次々と料理が出てくる。酔いが回ると話が弾

み、向かいのカナダ人夫妻（大学の教授）と山の話で盛りあがった。バンフに

住んでいるそうで、目の前のロッキー山脈にスキーに行くとのこと。私は登山

が趣味で、ヨーロッパアルプスやキナバルへ登った紹介をしたら、とても親し

みを持たれた。その隣のオランダ人女性には、昨日の発表を聞いて良かったこ

とを伝えると、大変よろこんでいた。アムステルダム経由で来たことも親しみ

を持たれたようだ。最後に美人のガイドさん（別のテーブルだった）に皆で拍

手を送り、2時間にわたる食事会を終えた。 

 

 



   

  
ヒラルダの塔からセビーリアの町並み     大聖堂を見下ろす 

 

解散し、私は一人で町を散歩しながら帰ることにする。一旦グアダルキビー

ル川に出て橋を渡りトリアナを歩くが、シェスタの最中で店はすべてお休み。

しようがないので橋を渡りなおし、しばらく川沿いに歩くと大きいバスターミ

ナルを通った。再び橋を渡るとセビーリア万博の跡地に入る。建物は派手だが、

“兵どもが夢の跡”だ。約 1時間は歩き、17時頃に発表会場に戻った。 

大ホールで 19 時まで最後の英語の発表を聞き、ホテルへ帰る。その途中で

ポケットに財布がないことに気づく。一瞬あせる！しかし発表中に財布の名刺

を整理していたことを思い出し、ホールで落としたことに気づいた。あわてて

会場へ引き返す。会場は今日の発表をすべて終わり、閉める直前だった。係員

にストップを掛けて探し始める。広いホールでなかなか見つからない。そのう

ち若い男女の係員が、いっしょに探し始めてくれる。ありがたい。突然、若い

女性が声をあげ、財布を拾い上げた。座席と座席の間にあったらしい。私はこ

の時、この女性が天使に見えた！（実際にきれいなスペインの女性だった）明

日朝に帰国するので、お金がないとタクシーにも乗れなかったので助かったこ

と、深く感謝する旨を英語で伝え別れた注）。すっかりスペインの印象を良くし

てホテルへ帰った。 
注）普段は財布には小額のお金しか入れず、カードと共に胸の袋に分けている。この日は帰国

前で残金を財布にまとめていたのがまずかった。夜遅く銀行も閉まっていたため、円からユー

ロへの換金は不可能。帰国のため早朝空港へ行くタクシー代には、現金しか使えない状況であ

った。 

 

11月 25日(土) 雨 

ホテルの朝食で、財布を探してもらった男女と再び出会った。一緒のホテル

に泊まっていたのだ。改めて深くお礼と、帰国する別れの言葉を述べた。チェ

ックアウトを終え、4 泊したこのホテルともお別れ。スペインへ来て初めての

雨の中を、タクシーに乗りセビリア空港へ。スペインのタクシーは行きが 19

ユーロ、帰りは同じ道が 25 ユーロといい加減、メーターなどないので気をつ

けた方がよい。レシートは向うから書いてくれた。 

お土産のお菓子をまとめて買って、トランクにつめる。チェックインで、荷

物は直接成田へ届けてくれることを確約、これで安心だ。身軽になってイベリ

ア航空のマドリッド行きに乗り込む。そう言えば、イベリア航空は飲食のサー



   

ビスは前列のビジネスクラスのみで、エコノミークラスは有料だ。自分から申

し出て金を払わないとサービスはないので注意。 

悪天のため 30 分遅れでマドリッド着、前の便に変更しておいて良かった。

その分、広くて新しいマドリッド空港でゆっくりできてよかった。土産物をゆ

っくり物色し買うことができた。子供たちの土産物を買い、ここでユーロは使

い果たした。マドリッド発 16:05でアムステルダム着 18:30．アムステルダムで

のオランダ土産（コーヒーポット）はカード払いとなった。 

ここで JAL に乗り換えると、久々にたくさんの日本人が集まってきた。団体

のおばちゃんが多く、まるで日本に帰ったような騒ぎだ。夢から覚めて急に現

実に戻された気がする。帰りの便は非常口の窓側で、移動はしやすいがテーブ

ルや液晶テレビは取り出し式。帰国後の仕事が待っているので、なるべく寝て

時差ぼけを取るように心がけた。シベリアの上空は雲に覆われていた。結構睡

眠が取れたので、11時間の飛行時間は長く感じなくて済んだ。 

予定より少し早く 11 月 26 日（日）の 15:30 に成田着。入国審査を受け、ト

ランクを ABC カウンターに預けて羽田行きのバスに乗る。日本はスペインと

違って寒々として天気が悪く、5 時過ぎには真っ暗になった。羽田からは久し

ぶりに米子行きの ANA に乗る。悪天で飛行機は揺れ、やっとの思いで米子空

港へ着陸。バスで愛妻号の待つ松江駅へと帰った。 

 



   

【雑感】 
 

１．産業 

スペインは世界に名だたる観光立国。世界遺産は数十を数える。今回はその

中の２つ、城砦都市トレドと世界三大聖堂を持つセビーリアを訪問することが

できた。そしてまた世界三大美術館のひとつ、マドリッドのプラド美術館も入

館できた。これらの名所には世界中から、日本では想像できない程多くの観光

客が押し寄せる。栄光の歴史を持つスペインは、世界の海を席巻していた時代

に、海賊が世界中から戦利品を持って帰った。その豊かな時代あったことを、

自分で観光することによって感じ取ることができる。 

 

  
  マドリッドの中央郵便局         セビーリア大聖堂の王冠 

 

現在は特別な先進産業はなく、一次産業が主である。農業は麦、ブドウ、オ

リーブ、米が主力である。その割には生活が豊かでゆったりしている気がする。

郊外にはプール付きの高級住宅街が見られた。そして何といってもサッカー大

国。スペイン人の話題はまずサッカーで、日本からも多くの観客が来る。トレ

ドのツアーで一緒だった若者は、サッカーを見るためにわざわざ日本から来た

そうだ。 

車はほとんどがヨーロッパ製（BMW、ボルボ、フォルクスワーゲン、シト

ロエン、アウディ）で、日本車（トヨタ、ニッサン、ホンダ）は 1割程度か。 

 電気店を見ると、携帯電話は圧倒的にノキア製であった。その次がモトロー

ラ製で、日本製はほとんどない。唯一東芝製があった。以外だったのは PDA

が普通の電気店でたくさん売られていること。ヒューレットパッカード製と

Parm製であった。値段は 400～500ユーロと高い。 

 デジカメはほとんどが日本製でニコン、パナソニック、フジフィルム、キャ

ノンなど。ビデオカメラはソニー、パナソニックかサムスン。地元のフィリッ

プスは白物くらいで、競争に弱い印象だった。 

 

 

２．生活 

気候は場所によって異なる。マドリッドは内陸のため、夏は暑く最高気温が

40 度を超えるそうだ。逆に冬は氷点下になるらしい。セビーリアは地中海とア



   

フリカに近いため暖かい。11月下旬でも 14度から 20度で快適。スペインは日

本の 1.5倍の広さで、北部のピレネー山脈では雪も降り、気候の差は大きい。 

 昨年のオーストラリアと比べると物価は安く、ホテル代は同じクラスだと日本の 7 割程

度ですむ。一方でマンションは高く、マドリッドの 3LDK で 8000 万円はするそうだ。郊

外にはヒスパニックの貧民街がある。ルーマニア人が多いそうだ。消費税は 7%と、日本

より高いが、オーストラリア・ニュージーランドが 10%を越えているのと比べると安い。 

 スペインには“シェスタ”と言う昼寝の時間があり、14 時～16 時の間、仕事はお休み。

国際会議も休憩となった。13 時半からの昼食はワインやビールを飲むため、そのあと

はどうしても眠くなり、私もホテルへ帰って昼寝をした。その分、仕事は後へずれ込み、

国際会議は 19 時半頃まで行なわれた。スペインでこの習慣になれたため、日本へ帰

ってしばらくは、午後になると眠くなって困った。午後にセビーリアの街中を散歩する

機会があったが、16 時を過ぎても街路の店がことごとく閉まっていて土産が買えず困

った。日本では考えられない光景だが、夏の暑さが 40 度を越えると仕事にならない、

といった理由らしい。 

 スペインで尊敬されている人物は、コロンブス、フランコ将軍に画家のピカソ、ゴヤ、

ダリ、ベラスケス、ルーベンス、そしてエル・グレコだった。 
 

 

３．費用 

交通費 

①航空運賃 

 JTB依頼の JAL悟空を使い、成田～アムステルダム～マドリッド～セビリア

の往復でだいたい 17万円。国内交通費（羽田往復、成田往復）を合わせて 21

万円。 

②電車、タクシー 

 マドリッドの地下鉄はどこまで乗っても一律１ユーロと安い。タクシーには

メーターがなく、運転手によって違うので要注意。例えばセビーリア空港から

ホテルまで高速を 20分すっとばして、19ユーロだと日本の 8割だが、25ユー

ロだと日本と同程度。（1ユーロは約 155円） 

食事代 

食事代は日本と同程度か。昼夜は飲み物込みでだいたい 10 ユーロ程度を使った。

ソルで注文したパエリアは大きい皿にいっぱい魚介類入りで 7ユーロだった。ビール

は 2.35ユーロ、赤ワインはおいしくて安い。昼間から酔っ払いたくなければ、ミネラル

ウォータを注文する。 

ホテル代 

① Hotel FLORIDA NORTE 

マドリッドの中心街で PIO駅の近くにある。11階のシングルで眺めは良く、

ベッドは２つある。朝食はカフェテリアでハム、ソーセージにパン。飲み物は

種類多く自由だが、果物・野菜物がなかった。料金は朝食込みで 1泊 10,300円。

観光ツアーのバスが出発するので便利だった。部屋では CNNを見ることがで

きた。 

② Hotel Isla Cartuja（イスラ・カルトウーハ） 



   

セビーリアの中心街からはずれ、オリンピックスタジアムの中にできた新し

いホテル。2階だが広々とながめは良い。朝食はカフェテリアでハム、ソーセ

ージ、ベーコン、果物にパン。飲み物は種類多く自由、ヨーグルトもあるが、

野菜物はない。費用は朝食付きで 1泊 7,000円と安い。CNNと BBCがいつでも

見られて良い。 

 日本と違い、ウォシュレットがまったくないのは不自由だった。ホテルには寝巻きと歯

ブラシはないので要注意。酒はホテルの部屋にも置いてある。 
 

  
  宿泊したホテル     シングルの部屋 

 

 

４．空港  

マドリッド空港のターミナル 4の出発ロビーは広くて迷った。電光掲示板で

セビーリア行きを探すが見つからない。おかしい！ターミナル番号を間違えた

のだろうか？出発時間が迫りあせる。英語で案内所に聞くとこのターミナルで

良いという。チェックインカウンターは長蛇の列、間に合わない！運よく JAL

のカウンターを見つけ、国際便客ということで特別にチェックインしてもらっ

た。間に合う、助かった！ それにしても電光掲示は最後までなく、チェックイ

ン後に案内所でゲート番号を聞き、始めて本当に飛ぶことを知る始末。K68番

ゲートへ行ってもセビーリア行きの表示はなく、係員にチケットを見せて確認

してやっと違いないことを知る。 

 

   
  マドリッド空港             アムステルダム空港 



   

 

4年前、オールトリアのザルツブルグからドイツのフランクフルトへ飛んだ

時はひどい目に会った。ザルツブルグは田舎空港で、フランクフルトは世界で

も有名な巨大ハブ空港。世界中の国際線が集まり、空港建物は巨大であり国内

線の端から国際線まで歩いて 20分はかかる。ザルツブルグからの飛行機は国

内線扱いでフランクフルト空港の端にとまった。しかし、東京への国際便はも

う一方の端で遥か彼方だ。少なくとも 20分間、重いトランクを引いて移動し

なければならない。（ザルツブルグ空港では荷物を直接東京までは手配できな

い）おまけに悪天候で飛行機は延着、フランクフルトで出国審査も受けなけれ

ばならない。急がないと乗り遅れてしまう！もう汗だくだった。そこら中の外

国人に東京便のゲートを聞きまくる。死ぬ思いでやっと間に合い、久々の日本

人集団にくっついて飛び乗った経験がある。 

 日本では考えられない事が外国旅行では空港でよく起こる。空港の配置を十

分に調べて行く必要がる。ただしガイドブックの情報は、古くてあてにならな

いことがある。マドリッド空港では第 4ターミナルを使ったが、ガイドブック

には第 2ターミナルまでしかなかった。 

 

 

５．外国から見た日本 

 世界の国際共通語は唯一英語であり、公式の場では日本語も中国語もスペイ

ン語も役に立たない。どんな国でも国際会議での発表は、全て英語でしか認め

られない。このことを早くから自覚し、英語が実用的に使えるための学習が第

一である。英語に関して勉強しすぎるということはない。聞いて迅速に理解し

返答できる、と言った実用性が重要であり、TOEICの点数を上げるような学習

は望ましい。仕事をするうえで、英語の論文の読み書きができることも必要で

ある。 

ホテルでは CNNとか BBCを見ることができる。英語が使えれば、外国旅行

でそう困ることはない。日本ではテレビは日本語ばかりで、衛星放送で CNN

とか BBCをたまに放送するだけで、外国人にとっては言語社会から断絶され

ることになる。日本は外国人にとっては不親切で住みにくい国であることが、

世界を旅行して見てわかる。 

 スペインのテレビでは、日本の話題はほとんどない。ブッシュ大統領とイラ

ク問題などアメリカはトップで報道される。日本に関して唯一記事で出たのは、

北海道のニセコがパウダースノーで冬のリゾート地として世界から人気が高ま

っていること、ぐらいか。安部首相は 1回だけ。サッカーの中継は頻繁に行っ

ている。ロナウジーニョはスターだった。 

 

おわり 


