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10 月度土曜例会（10/10/16） 

今日のスピーカーは阪大の 4 回生、Marcos Tanaka さんです。日本か

らは最も遠い国アルゼンチンから見えました。祖父は三田、祖母は高

知出身、母はイタリア人、ベネズエラで生まれ9歳の時アルゼンチンに

移ったそうです。2 年前来日、専攻は環境エネルギー工学、修士試験

の準備中です。“Discover Arzentina”というタイトルでさて、どのような

面白い話が聞けるのでしょう。数多くのスライドでアルゼンチンの魅力

をたっぷり紹介してくれました。この際 Buenos Aires 以外の地名や世

界的に有名な場所がどこにあるのかも学習しましょう。 

 

● . 

１） General Facts 

人口 4 千万強、面積日本の 7 倍強、白人それもイタリア、スペインからの移民が圧

倒的に多く 95%を占めます、ということは Cathoric ですね。首都は Buenos Aires そ

の周辺に全人口の約 1/3 が集中していますが現在は経済も上向きで総中流化の

様を呈しています。広大な Pampas,Andes の山々、気候は過ごしやすい、US＄１＝

3.8peso の通貨レイトです。アルゼンチンの語源はラテン語の“銀”かつてヨーロッ

パでこの地には金銀が豊富だと言う噂が流れたからとか。 

 

● . 

２） Brief History 

３） Populor Praces 

A) Cerro Jujuy、 Salta の北、岩の色が変化しすばらしい光景。 

B) Ischigualasto、San Juan の北西、チリ国境近く Valley of the moon 

C) Cuesta del Obispo, Salta から西への道、1,600m から 3,310ｍを一

気に登る。 



D) Catedral de Catamarca, Santa Fe の西、Our Lady of the Valley Our Lady of the Valley 

E) Iguazu  

F) Buenos Aires City, 

G) Parana Entre Rios, B.A の北西、 

H) Perito Moreno Glaciar、 

以上の写真を順に並べますので MAP に照らして旅をしましょう。 

その他、Pampas に囲まれた 125 万都市、RosaWine でも有名な Rosario, 140 万都市 Cordova、アンデスの麓、多くの湖に囲まれた

観光地 SanCarlos de bariloche, 等などが紹介されました。 
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４） Foods 

The cuisine of Argentina is distinctive in South America because of its strong resemblance to Spanish, Italian, French and other 

European cuisines while the cuisine of the Argentine Northwest has more elements of Andean cuisine. 

Another determining factor in Argentine cuisine is that the country is one of the world's major food producers. It is a major producer 

of meat (especially beef), wheat, corn, milk, beans, and since the 1970s, soybeans. Argentine annual consumption of beef averaged 

100 kg per capita.  

Asado(meat in a typical BBQ), empanadas(deep fly like gyoza), milanesas y pure(smashed potato,melt cheese with tomato souse)

日本の器は数多く使われます。あちらは大皿 1 枚だけ。 

● . 

５） Tango 

Carlos Gardon の歌を数曲聴き、華麗なダンスステップを映像で紹介してくれました。

彼、サルサは踊るけどタンゴは駄目だそうです。かつてタンゴは男性同士で踊るも

のだったとか。タンゴの lyric に良く出てくる lunfardo についての説明は Lunfardo is 

frequently found in the lyrics of tangos, supplying nuances and double-entendres 

with overtones of sex, drugs, and the criminal underworld. Most sources believe 

that Lunfardo originated among criminals, and later became more commonly used 

by other classes. 

６） Yerba mate  

Mate is a traditional South American infused drink,It is prepared from steeping 

dried leaves of yerba mate in hot water. Drinking mate with friends from a shared 

hollow gourd with a metal straw is a common social practice in Argentina among people of all ages.. The straw is traditionally made 

of silver.In 1995, research at the University of Illinois found yerba mate to inhibit the proliferation of oral cancer cells. 

ということで持参のマテ茶葉、木製カップ、ストローを回覧、さらには全員に試飲させてくれました。茶漉しで日本のお茶風にしか入

れられませんでしたが、雰囲気は充分伝わりました。 

 

 

 


