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渡邉

幹雄

１、自己紹介
■ラジオ深夜便の制作責任者を 10 年間
文芸春秋が先ごろ藩校の特集をやっていて、その中で佐倉のことが書かれていました。藩校があった
ようなところには文化的な伝統が色濃く残っているといった内容で、今回そこを訪れる機会に恵まれた
ことをうれしく思いました。佐倉には 20 数年前に高橋尚子さんや、彼女を指導していた小出義雄監督
さんのテレビ取材で来たことがあり、市内の周回コースを走る選手を車で追いかけながら撮影したのを
思い出します。
私は元 NHK アナウンサーで、退職前の 10 年間はラジオ深夜便の制作責任者を務めました。65 歳で
仕事の延長期間が終わり、年金生活に入るタイミングで海外留学を決意しました。留学先はイタリア・
フィレンツェの語学学校です。始めは 1 年間、その後は 3 か月日本に帰り、3 か月留学するというのを
繰り返し、足掛け 2 年留学しました。小さいころ少年少女世界名作全集を読んで、その舞台になってい
るヨーロッパの文化っていいなあ、どんなところかなあと思うようになりました。一方で国内外情勢に
も興味があり、安保闘争やキューバ危機などがマスコミをにぎわせていたころには、一生懸命に新聞の
スクラップをしたものです。

２、海外旅行や海外暮らしへの夢
■決定的だった五木寛之さんとの出会い
本格的に海外に行こうと思うようになったきっかけは、作家の五木寛之さんとの出会いでした。彼の
作品の中に「さらばモスクワ愚連隊」というのがあります。ある日本の若者がシベリア鉄道に乗り、当
時のソ連・モスクワを旅するという物語ですが、これを読んで「ぼくも大学生になったらお金をためて
ヨーロッパ旅行をしよう」と決意しました。五木さんとは縁があり、12,3 年前からラジオ深夜便に彼の
コーナーを設け、100 歳人生の生き方を語ってもらったり、彼の好きな歌をかけたりしています。いま
も第 2 日曜日の午前 0 時台に 25 分間のインタビューコーナーがあります。
なぜヨーロッパを目指したかというと、やはり少年少女世界名作全集の世界が心の奥にあったのだと
思います。ヨーロッパ生まれの洋服とか、食べ物とか、歌とか・・。
「今も世界の文化のベースになって
いるヨーロッパの文化を知りたい」という思いからでしょうか。

■大学時代に西ヨーロッパを 2 か月旅行
大学に入り、ビル掃除、喫茶店のウェーター、デパートでの接客（たまに通訳）などのアルバイトを
してお金を貯めているとチャンスが訪れました。バイト先で知り合った早稲田の仲間が、当時解禁にな
った海外旅行に誘ってくれたのです。彼は 20 人ほど集め、自身はリーダー兼ガイドということでただ
でしたが。その時の航空券代ですが、当時としては破格の安さの 158,000 円でした。そのころのバイト
代が時給 200 円だったので、今のバイト代と比べて換算すると 60～70 万円くらいになるでしょうか。
当時のヨーロッパ便は南回りです。私たちは北京、マニラ、バンコクを経由してエジプトで乗り換え、
ローマに着いたところで解散。そして 2 か月後にパリに集合してやはり南回りで帰国するんです。その
2 か月間に私は西ヨーロッパの 13 か国すべてを回りました。お金があまりないので徹底的に節約しな
ければなりません。移動には 2 か月間有効のスチューデント・レイル・パスを使いました。宿は 1 泊 200
円くらいのユースホステルや 300 円くらいのペンション。さらに宿代を浮かせるために 3 日に 1 回は
夜行列車に乗りました。食事はスーパーでパン、牛乳、イワシの缶詰などを買って食いつなぎます。こ
の長期旅行が私の海外留学のもう一つの原点になっています。
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■海外旅行を 30 年封印
旅行が終わると就職活動です。商社に行きたかったのですが、必要とされる「優」の数が足りず、や
はり興味のあったマスコミに狙いを定め、何とか NHK に入りました。NHK は職員の半数が地方勤務
で私も同様でしたが、そういう立場にいるとなかなか机を長く空けることができません。東日本大震災
のような大災害が起きた時にいないということがあってはならないのです。なので海外大好きな私です
が 30 年近くも海外旅行を封印しました。転機は 54 歳になったころに訪れました。東京に転勤してラジ
オ深夜便の制作担当となったのを機に少しずつ復活させ、団体旅行でスペイン、イタリア、ポルトガル
などに行きました。

３、なぜ語学留学？

なぜイタリア？

■2 度のがんが後押し
そうこうしているうちに「イタリアにしばらくいたい」「海外留学したい」と考えるようになりまし
た。きっかけになったのはがんを 2 回患ったことです。11 年前に甲状腺がん、翌年に膀胱がん。いずれ
も初期のもので、いまのところ再発していないのですが、その体験が「まだ動けるうちに」と海外旅行
や海外居住を後押ししたのです。
ここでちょっと皮算用をしてみましょう。60 代から 70 代にかけて夫婦で海外旅行に 10 回行ったと
します。団体旅行ですと 1 回につき 80 万円、10 回で 800 万円と結構かかりますね。ならば、どこかの
国にしばらく滞在して、そこを拠点に近隣を旅するというスタイルもいいんじゃないかと思うようにな
ったわけです。
■世界遺産世界一、安くておいしい
じゃあどの国がいいのかを見つけるために、まず NHK のいろんな国の語学講座を半年くらい見比べ
てみました。結果、大学時代に苦手だったフランス語はやはり合わないけれども、スペイン語やイタリ
ア語は母音の発音が日本語に近く、地名もローマ字読みで結構読める。両者を比べたらヨーロッパの端
に近いスペインより、中央部に位置するイタリアのほうが動きやすい。食べ物も安くておいしいし、世
界遺産の数も世界一（当時）ということでイタリアに語学留学することに決めました。
■手ごろな大きさのフィレンツェに
写真をお見せしましょう。①は私とヴェッキオ橋です。橋の上に
は貴金属を売るアクセサリショップが並んでいますが、2 階の部分
は秘密の通路になっていて、メディチ家の人々は向かって右側にあ
った同家の事務所から反対側にあるピッティ宮まで、この通路を通
って人目に触れずに行き来していたそうです。②はフレンツェの中
心街で、ドォウモやヴェッキオ宮が見えます。③はおなじみのドォ
ウモ。14 世紀にブルネッレスキという人が設計して 100 年くらいか
けて建てたものです。上のほうまで上ることができて、そこから見
た景色は絶景です。
①
滞在先をフレンツェにし
た理由ですが、ローマやミ
ラノは街が大きすぎるのに
対し、フィレンツェはとて
も有名ですが人口は 38 万
人にしか過ぎません。日本
だと金沢市くらいで、旧市
街は端から端まで歩いても
30 分くらいと、とても手ご
②
③
ろな街なのです。
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４、語学学習と情報収集
■退路を断ち懸命に語学学習
まず始めたのはイタリア語の学習。東京・半蔵門にあるイタリア文化会館に通い始めました。ここは
入学金がかからず、授業料も割安です。私のクラスは 15 人ほどでしたが男性は 2 人だけ。しかも若い
人が圧倒的ですからついていくのが大変で、できるだけ予習復習をしたり、NHK のイタリア語講座を
聞いたりしました。若い人はだんだんやめていきましたが、私には語学留学への確固たる夢があり、周
りにも言いふらして退路を断っていましたから、何とか 4,5 年間続けることができました。しかしもう
1 人の男の人が転勤でやめてしまい、どうしようかと思っていたところ、教室のフランチェスコ先生が
小さな教室をやっているというので、そちらに移ってあと 3 年ほど学びました。かみさんはどうするの
かと思っていたのですが、彼女も海外旅行好きで「フレンツェなら行きたい」と言い出したので、同じ
先生に 1 年間学びました。語学だけでなくイタリアに関する勉強もしなくては駄目だと思い、イタリア
の旅行記、エッセー、料理、美術の本などを読み漁りました。塩野七生さんの「ローマ人の物語」や須
賀敦子さんのイタリアの随筆、内田洋子さんのエッセー集などです。

５、具体的な準備もスタート
■だれでも受け入れる語学学校へ
留学といえば大学が思い浮かぶと思います。イタリアは世界中から留学生を受け入れていて、フレン
ツェからほど近いシエナとペルージャにもあります。でも大学となるとついていくのも大変ですから、
好きな期間だけ学べ、何歳でも入れる語学学校にすることにして、フランチェ
スカ先生に薦められた「KOINE」という学校に決めました。ちなみに「KOINE」
はギリシャ語で共通語という意味だそうです。学校と言っても日本でいう塾く
らいのもので、4～5 人から 20 人くらいの教室が 4 つくらいしかありません。
クラスメートには 18 歳の女性から、私と同じくらいの北欧の人もいました。
写真④はアパートの台所です。驚いたのは流しの下に洗濯機があり、イタリ
アでは洗濯機には必ずお湯を使うことでした。リビングも寝室も 8 畳くらい
あり、大変ゆったりとしたつくりです。ヴェッキオ橋まで歩いて 7,8 分のこの
アパートの家賃は電気、ガス、水道代付きで 10 万円弱。部屋代だけだと 8 万
円くらいでしょうからかなり安いのではないでしょうか。後半はほぼ同じ広さ
④
の別のアパートにしたのですが、ここはもっと安くて電気、ガス、水道代付き
で 8 万円でした。
■イタリア大使館にビザ申請
次は書類関係の準備です。3 か月以上の滞在にはビザが必要です。私の場合は留学ビザですが、これ
を取得するために、入学する学校の授業料 1 年分を前払いし、1 年間有効の海外医療傷害保険に入らな
ければなりません。授業料は 1 人 1 か月 5 万円くらいですから 2 人で 120 万円、海外医療傷害保険は 2
人で 20 万円です。これらの支払証明書と、借りるアパートのオーナーと語学学校の校長の身分証明書
をイタリア大使館に提出してビザの申請をします。取得費用は私の時は無料でしたがいまは 5 千円ほど
かかるそうです。
■郵便の転送依頼も大事
留学の少し前には市役所に異動届を出し、電気、ガス、水道、新聞、NHK 受信料を止めました。固
定電話は後でまた使う時に番号を同じにするサービスがありますが、基本料金に近い額を取られるので
私は番号を捨てました。あと大切なのは郵便の転送依頼です。健康保険料の払い込み通知なども来るの
で、転送先は郵便物のチェックと処理を安心して任せられる人がよく、私や子供のところにしました。
日本を長く離れるとなると、税金など公的なものをいつ払うのかといった問題も生じますので、そのへ
んにも注意したほうがいいでしょう。
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■役立ったカードのコピー保管
お金の面では銀行の口座をすっきりと整理して、メインの口座に年金を振り込んでもらうことにしま
した。それと海外で現金が下しやすいように、シティバンクに 100 万円ほど預けて、そこから少しずつ
引き出すようにしました。あと、クレジットカードとキャッシュカードを併せ持つ機能があるデビット
カードというのがなかなか便利でした。泥棒やすりが多いというので、これらのカードはすべてかみさ
んと 1 枚ずつ持ちました。さらに取られた時に備えて、カードのコピーをアパートに置いておいたので
すが、これが後々非常に役立ったのです。
それと、いまや必需品のパソコンと携帯ですが、イタリアでは Wi-Fi が日本以上に飛んでいて、私の
アパートでも着いた日にすぐ使えました。携帯はガラケーからスマホに変え、職場の詳しい人にアプリ
を詰め込んでもらいました。健康面では人間ドックに入ったほか、膀胱がんの担当医の勧めで CT 検査
も受けました。

６、持ち出し経費はどれくらい？
■ざっと 400 万円ほど
さて、海外留学っていうのは一体いくらかかるんだということですが、日本にいても生活費はかかる
わけですから、純粋な持ち出し分だけを見てみましょう。まずアパート代（150 万円）が日本だと持ち
家マンションですから持ち出しとなりますね。それと授業料（150 万円）と航空券代（3 回往復したの
で 100 万円）
。ライフラインは日本でもかかるのでパスですね。すると持ち出し分の合計は 400 万円と
いうことになります。
■生活費の安さにも助けられ
まあそれなりにかかるわけですが、その割に銀行の残高がさほど減りませんでした。その理由はイタ
リアの生活費が安いせいですね。私が受けた感じでは日本の 6 掛けくらいの印象です。例えばスーパー
で食料品とかお酒とかをかごいっぱいに買った時、イタリアではせいぜい 4 千円くらいです。ビール
（500ml）が 1 缶 100 円、
「まあ飲めるな」と思えるワインが 2～3 ユーロ。パン、卵、チーズ、ハムと
いった基本的な食材もかなり安いです。

７、語学学校の授業
■通学路にウフィツィ美術館！
再び写真を見ていただきましょう。⑤は通
学路にあるウフィツィ美術館です。メディチ
家の宮殿であるピッティ宮の近くに住んで
いた私たちは学校に行く時、ヴェッキオ橋を
渡りこの美術館の横を通ります。その学校の
小さな教室が写真⑥。真ん中が副校長の女性、
左が日本の女性、右がオーストラリアの青年。
学校の通りには昔ドゥオモを設計したブル
ネッレスキが暮らしていたとか
⑤

⑥

８、国内の世界遺産への旅へ
■宿代浮かせ郷土食と地元ワイン
学校以外での過ごし方ですが、まずはイタリア世界遺産への旅です。当時、イタリアには世界で最も
多い 53 の世界遺産（いまはイタリアと中国が 55 で 1 位）がありましたので、これを全部訪れれば大体
のイタリア国内は回れるんじゃないかと思ったわけです。基本的には週末ごとに鉄道で日帰り旅行をし
ました。鉄道がないところはバス、それもなければタクシーです。私が乗ったタクシーは運転手が 80 歳
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くらいで車もかなりの年代物。大丈夫かなあと思いましたが腕は確かで、半日借りて 5～6 千円と結構
安かったです。遠いところは 2 泊 3 日で 3 か所くらい回ります。サルディーニャ島とかシチリア島へは
飛行機を使いますから、せっかくだからと 1 週間ずつかけました。
宿は切り詰めて 3 つ星です。日本では 3 つ星というと聞こえがいいんですが、イタリアの 3 つ星は日
本のビジネスホテルクラスでバスタブはありません。料金は 6 千円前後でした。宿代を浮かせた分で地
元で評判のいい郷土レストランに入り、地元のワインを飲むようにしました。
■心に残ったオレンジ色のドロミティ
写真⑦はホテルの窓から見え
たドロミティ山塊です。スイス国
境に近いヨーロッパアルプスの 3
千㍍クラスで、上のほうは真っ白
い石灰岩なのですが、写真でオレ
ンジ色になっているのは朝焼け
なんです。私たちは前の日にケー
ブルに乗って真っ白いドロミテ
ィ山塊を見ましたが、翌朝窓を開

⑦

⑧

けたらオレンジ一色の山塊が飛
び込んできて、ものすごく心に残りました。
写真⑧はポルトヴェーネレ、すなわち女神の港ですね。最近、ジ
ェノバの近くにあるチンクエ・テッレという、絶壁に張り付いた 5
つの村が有名になっていますが、ここはそこから車で 15 分くらい
のところにあります。この写真は教会がある丘の上から半島を撮っ
たものですが、この教会にロッカー式のお墓があり、お花が供えら
れていて大変きれいでした。これを見てかみさんが「私もここに入
りたい」と言っておりましたが。

⑨

写真⑨はヴォルカーノ島の温泉です。シチリア島の北にあるエオ
リエ諸島にあるヴォルカーノすなわち火山の島ですね。もっとも、いま活発に火を噴いているのはお隣
のストロンボリ島で、溶岩の流れを見に行くツアーもあるほど人気の島です。それより少しおとなしい
いヴォルカーノ島にはこうした泥湯があって、とてもお肌にいいそうですよ。

■全 53 遺産を制覇！
こうして当時 53 あった世界遺産はすべて回ったわけですが、帰国して調べたら 2 つ増えて 55 にな
っていましたね。なのでいまでは全部回ったとは言えないのですが。

９、ヨーロッパ各地へも

⑩

⑪
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■1 年半で 10 か国へ
もう一つの楽しみはヨーロッパ各地へ
の旅で、1 年半で 10 か国行きました。写
真⑩はスイスの山。イタリアから国境を
超えたサンモリッツからロープウェーや
ケーブルカーを乗り継いで 3 千㍍クラス
の展望台に行きました。この時は霧も晴
れて見事な景色を収めることができまし
た。少し雪が残るトレッキングコースを
ゆったり歩いたのも忘れられない思い出
です。写真⑪はノルウェーの滝。オスロ

からフィヨルド観光の拠点・ベルゲンまで行く途中の目玉がこの
滝です。電車がここで止まってくれて、水しぶきを浴びるほどの
近さまで行けるのです。写真⑫はみなさんもよくご存知のアテネ
のパルテノン神殿ですね。私が行ったのはオフシーズンの 3 月
で、ローマからの飛行機代は往復 2 万円ぽっきりでした。オフと
いってもギリシャは 3 月だと暖かいですから狙い目かもしれま
せん。ちなみにいまギリシャでお薦めなのは、三日月を引き延ば
したような面白い形をしたサントリーニ島ですね。前にも言いま
したが、10 か国行ったということは夫婦で 800 万円分の旅行が
できたと勝手に自負しています。

⑫

１０、海外留学のメリットとは？

■グッドタイミングで行ける
海外留学のメリットの１
つは、開催時期が限られてい
る祭りや、一番美しい時の自
然を見ることができること
でしょうか。例えば写真⑬の
ドイツ・シュトットガルトの
クリスマス。店同士で張り合
っている屋根の飾りが、とて
も鮮やかできれいなんです。
⑭
⑬
ちなみにローテンブルクと
いう小さな町には、クリスマス用品を一年中売っている店がありますので、季節外れに訪れてクリスマ
ス気分を味わいたいならここがいいでしょう。同じ季節ものでは写真⑭のウィンブルドンです。私は 30
年以上テニスをやっていて、ウィンブルドンに見に行くのが夢でした。日本で観戦付きツアーチケット
を買うとなると 70～80 万円くらいしますが、現地では毎日当日券が買えるので、予約しないで早起き
して並べばお昼前には観戦することができます。
■イタリアでも時期ものざんまい
写真⑮はベネ
ツィアのカーニ
バルです。観光
客もこうした衣
装を借りて仮装
すれば楽しいで
すよ。写真⑯は
貴族の館の庭園
⑯
⑮
⑰
公開。フィレン
ツェでは毎年５月ごろにあり、ボランティアが案内してくれます。クリスマスの楽しみと言えば写真⑰
のサン・ミニアート教会。フィレンツェで 2 番目に古い教会で、内部は中近東を思わせる地味な石造り
です。クリスマス・イブに行ったのですが、白い衣を着た 8 人くらいの神父さんたちが、お経のような
ものを唱和していました。それに対し反対側の中 2 階にいた 10 人くらいの合唱隊が歌で返し、双方で
行ったり来たりするんです。薄暗い教会にそれが響いているのを聞いていると、心が洗われるようで夢
見心地になりました。
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■柿 1 個はカコ２個はカキ？
写真⑱は後半に移り住んだアパートの近くにあったサンタンブロージオ市場です。ほとんど地元の人
だけが買い物をする市場で、とても安いんです。靴下１足が 100 円、中古のセーターが千円とか。私た
ちもここでよく買いました。
ここで発見したのが日本ゆか
りの柿や大根やリンゴなど。
それらの呼び方も傑作で、柿
と大根は日本と同じ、リンゴ
はフジでした。面白いのはカ
キと呼ぶのは複数の場合で、1
個だとカコなんです。どうい
うことかというと、イタリア
語は末尾が o の名詞が複数に
⑳
⑱
⑲
なると末尾が i に変化するの
で、カキは複数で、単数になるとカコだと勝手に想像したのでしょう。
■かみさんは草木染めや料理教室
さて、かみさんは何をしていたかというと、後半は染めをしていましたね（写真⑲）
。山で採ってきた
草花を煮て T シャツに染めたりしていました。写真⑳は料理教室です。イタリア人のお母さんが 2 人ず
つくらい生徒を招き、いろんな料理を教えてくれるんです。私も 1 度行ってひき肉のソースやレバーペ
ーストを教わりました。

１１、楽しいことばかりではない
■到着 3 日目に消えた財布
楽しい話ばかりをしてきましたが、もちろんつらい目にも遭いました。着いて 3 日目に財布を丸ごと
すられたのです。バックを斜めがけにして、財布はバックの表側ではなく体に近い中側に入れていたの
ですが、財布だけきれいになくなっていました。入っていたのは現金数万円、クレジットカード、国際
運転免許証など。警察に被害届を出したのですが、届けが済んだら「じゃあ」って感じで探してくれる
様子はまったくありません。これは出てこないなと諦め、国際電話で日本のクレジット会社にカードの
盗難を伝えました。そしたら日本の会社はやはりすごいですね。24 時間対応で親切に聞いてくれ、2 日
後に 4 か月限定の代わりのクレジットカードが届いたのです。
■滞在許可証取得にも苦労
もう一つ苦労したのが滞在許可証です。現地の警察にいろんな書類を出さなくてはいけないのですが、
これが移民問題のおかげで大変厳しい。おまけに両手 10 本の指紋を取られ、身長を計られ、3 回も出頭
しなければなりません。挙句に 9 月の初めに出して、もらったのは 5 か月後の 1 月末でした。許可証な
しで過ごせるのは 3 か月ですから、12 月、1 月は書類上は不法滞在ということになります。それでも 12
月に南ドイツのクリスマスに行こうとしたら、周りの日本人から「イタリアに戻ってこれなくなるかも」
と脅されたのですが、旅行会社の知り合いから「申請書を出しているという書類があれば大丈夫」と言
われ、思い切って行ったら大丈夫でした。

■暗証番号も盗まれ・・
キャッシュカードから現金が消えてしまったこともありました。帰国してから分かったのですが、70
万円入っていたはずなのに 2 千円しかなかったのです。銀行の記録ではボローニャ、ベネツェア、ミラ
ノなどいろんな町の ATM から何万円かずつ下ろされていました。私たちはフィレンツェの特定の ATM
しか利用していないことを説明し、やっと 70 万円は戻りましたが、犯人の手口は分からずじまい。ATM
ではかみさんが下し、私は後ろを向いて監視役をしていました。それでもいつの間にか暗証番号を盗ま
れていたんです。
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■大家さんにも泣かされた
アパートでもアクシデントに 2 回遭いました。1 回目は寝室からバスルームに通じるドアの鍵が開か
なくなったので業者に直してもらったら、立ち会っていた大家が「じゃあよろしく」と逃げてしまい、
100 ユーロの修理代を払わされました。もう 1 回は、かみさんが風呂に入っている時に給湯器からお湯
が噴き出してきて水浸しに。大家に電話したら「いま故郷のシチリアにいる。３日後に帰ったら親しい
水道屋にやらせるから」と言われ、3 日間風呂なしで過ごしました。

１２、イタリアで感じたこといろいろ
■日本人嫁の何と多いこと！
写真㉑はジェラート屋さんです。必ず 2 種類選べるんです。写真㉒は
長靴のアキレス腱あたりのプーリア州のオリーブ農家でお昼ご飯をごち
そうになった時のスナップ。左端が語学学校のクラスメートの日本女性、
右隣りが彼氏、そして彼氏のご両親がいて右端がかみさんです。日本人の
お嫁さんは本当に多くて、スーパーやジェラート屋などで男性店員から
「僕の嫁さんは日本人だよ」と何度も言われたことがあります。日本人女
㉑
性はとても人気があるんですが、その逆はほとんど聞きません。
■「日本人はエレガント！」
女性に限らず日本の評判はとても良く、最近あちこち
に増えたケーブルテレビではドラえもんやアタック No.1
などがしょっちゅう上映されています。イタリア人の教
師からは「日本人はエレガントだ」と言われました。いろ
んな振る舞いや紳士、淑女的な態度が好まれているのだ
と思います。ある街に行った時、駅前にたむろしていた黒
人系移民や、レストランで食事していたイタリア人に「何
でお前がここにいるんだ」みたいな顔でにらまれたんで
す。でも「日本から来たんですよ」と言うと、コロッと態
㉒
度が変わっちゃいました。
■おしゃべり大好き
イタリア人はおしゃべり好きで、列車の中でもみんなしゃべってます。携帯も大好きでバスやタクシ
ーの運転手も運転しながら平気で携帯をかけています。時には身振りも交えるので、乗っているほうは
ハラハラです。片やドイツ人は本を広げてシーンとしていて、子供がしゃべりかけたりすると「シーッ」
と注意します。日本人より静かですね。イタリア人男性の女性好きがよくわかる光景にはどこででも出
会います。例えばドォウモの警備兵たちはいつも銃の引き金に指をかけてピリピリしているんですが、
女性の観光客から声をかけられるとすぐに 3,4 人集まっ
てきて、楽しそうに話しています。
移民たちが非常に多く、おばあちゃんの面倒を見るメ
イドさんは大体アルバニアの中年女性です。アフリカか
らやってきた移民も増え、偽のブランド品を売ったりし
ています。ヨーロッパン人は皆オペラが大好きで、教室
でだれかがオペラの一節を歌うと、たちまちみんなが唱
和します。

１３、イタリアで知り合った友人たち
写真㉓はクラスメートだったノルウェー女性にオス
ロを案内してもらった時のものです。お父さんの小型の
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㉓

ボートで湾内を一周してもらいました。学友ができるというの
も語学学校のいいところですね。写真㉔は友だちのレオナルド
さん。そして彼が住んでいるのが何とヴィンチ村。すなわちレ
オナルド・ダ・ヴィンチさんなのです。彼の家の庭には柿の木
がありました。
私の留学体験記が週刊朝日の 2017 年 12 月 1 日号に掲載され
ていて、1 か月前、3 か月前、出発前、到着後に分け、4 ページ

㉔

にわたって書かれています。図書館にバックナンバーがあるか
もしれませんのでご覧ください。また、私のブログにも「イタ
リア世界遺産と食べ歩き」のタイトルで、今日お話ししたこと
より詳しい話や多くの写真が載っています。

【質疑応答】
Q イタリアに多いと言われる移民によって、世情が乱れているとか、危ないなというようなことは
実感されましたか？
A フィレンツェでは移民による事件は耳にしませんでした。アフリカから来た黒人たちが、よくタ
ーミナルに集まっていましたので、それを怖いと思う人がいたかもしれませんが。うちの近くのケーキ
屋の店先でものを売っていた黒人の少年が雨に打たれていた時、店のかみさんが中に招き入れたのを見
たことがあります。イタリア人のそういう優しさも感じましたね。議会でも移民のことはもちろん問題
になっていますが、5 つくらいの政党がそれぞれ 20％くらいの支持率なので、どうやってもまとまりま
せん。政治がバラバラなほうがむしろ問題だと思います。
Q イタリア語を少し教えていただけますか？
A まずは Buongiorno.（ボンジョルノ）。直訳だと良き日。
「こんにちは」
「おはようございます」の
両方いけます。昼寝の後の 3 時過ぎになると Buonasera.（ボナセラ）
。sera は夕方から夜のこと。これ
が言えると「この人ちょっと知ってるな」と思われます。Ciao.（チャオ）はよくご存じですね。親しい
間だけで使うべきで、「じゃあね」「元気だった」という感じ。初めて会った時のあいさつはまず Sono
Miki.（ソノ ミキ）
。
「私はミキです」
。Sono は英語の I am の am にあたりますが、イタリア語では英
語の I にあたる Io という主語をほぼ使いません。Sono の部分は人称によって変化するので、Sono と言
っただけで一人称と分かるからです。Sono Miki.に Piacere（ピアチェーレ）を続けるといいですね。
Piacere は喜びですから「会えてうれしい」
「初めまして」です。
乾杯する時は Salute!（サルーテ）
。健康という意味なので「みなさんの健康のために」でしょうか。
「おいしい」は Buono.（ヴォーノ）ですがこれだけだと 80 点。イタリア人は大げさなのが好きですか
ら絶対最上級の Buonissimo.（ヴォニッシモ）とほめちぎりましょう。何かお願いする時は Per favore.
（ペルファヴォーレ）
。favore は好意とか親切なので「私に親切にしてください」。Grazie.（グラッツィ
エ）もしょっちゅう使います。
「ありがとう」ですが、もっとていねいに言うと Grazie mille.（グラッツ
ィエ ミーレ）
。mille すなわち「千回の感謝をします」となります。
イタリア人の家族がよく使っているのが Amore.（アモーレ）。言うまでもなく「愛してる」ですが、
イタリアの奥さま方が旦那さまに何かを頼む時にもよく使っています。ぶっきらぼうに Amore.と切り
出してから、
「そこのふた取って頂戴」
「そこの椅子片付けておいて」と用事を言いつけるのです。これ
に似たのが Tesoro.（テゾーロ）
。宝物という意味ですが、母親から「お前は私の宝物よ」と言われ続け
て育った息子たちは、大きくなって Tesoro.と言われるとびくっとして椅子から立ち上がってしまうん
です。そんなママ離れのできない男の子のことを mammone（マンモーネ）と呼びます。これは逆に息
子離れができない母親のことも指します。Mamma mia!（マンマ ミーア）は直訳すると「私のお母さ
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ん」ですが、英語で言うと Oh my God! つまり「何てこった」です。非常時に神ではなく母ちゃんにす
がるというところがいかにもイタリア人らしいですね。

渡邉幹雄先生のプロフィール
1959 年（昭和 25 年）東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。1975 年、ＮＨＫにアナウンサーとして入
局。関西、東北などの各局やアナウンス室などで勤務。50 代半ばから「ラジオ深夜便」の制作プロデュ
ーサー、デスクなどを 10 年間担当。65 歳で退職したのを機に、イタリア・フィレンツェの語学学校に
夫婦で留学。始めは 1 年間、その後 3 か月間の留学を 2 回。計 1 年半滞在しながら、イタリアの世界遺
産を全て巡る一方、近隣のヨーロッパ諸国を旅した。現在はフリー・ディレクターとして、再び「ラジ
オ深夜便」でインタビュー番組の制作などを担当している。

10

