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インスタのんびり投稿。メキシコの風景 UP しています。 

Instagram @mio.mexico 
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 最後の月次レポートになった。テーマに迷

ったのだが、今回は思い切って荷物の話を選

んだ。メキシコに来たばかりの頃に、すでに荷

造りについての記事を一本書いているが、一

年経過したことで、改めて荷造りについて話

をしたい。 

自分自身、メキシコに行く際の荷造りは、大

きなストレスだった。一ヶ月以上海外に行っ

た経験がなかったこともあり、1 年という長い

けれど短い期間を過ごすにはどれだけの準備

が必要なのか、悩みの種であった。「何を持っ

ていけばいいのか、どんな準備が必要なのか、

でも持っていけるものには上限がある。」とい

う、ただひたすらに不安で、直前まで準備が全

く進まず、かなり参ったことを覚えている。参

考にしてくれる人が一人でもいれば、私は嬉

しい。頑張って机の引き出しを全部ひっくり

返した甲斐があるというものだ。と言っても、

まあ、ほぼリストになってしまったのだが…. 

 

まだまだ世界的に見るとコロナの収束は長

引きそうで、いつ海外渡航ができるようにな

るかは正直誰にもわからない。だが、いつかそ

の日がまた戻ってきた時のために、誰かが海

外に長期渡航する時のために、少しでも役に

立つようなレポートになっていれば、と思う。 

 

 今回のレポートは以下の項目を独断と偏見

でジャンルに分けてリスト化した。 

・何を持ってきたのか 

・今何が残っているのか 

・日本から送ってもらったもの 

・メキシコで何を買ったのか  

 

 あまりにもリストが長くなり過ぎてしまっ

たため、一部の項目（下着など含む服類と生理

用品など）やより詳細なコメント（何用なのか、

持ってきてどれくらい使ったか（使用率）、こ

れはメキシコで買える・買えない、など）を付

けたものを、note で公開しようか検討中であ

る。需要があるかどうかわからないが…. 

 

 「そんな荷造りの話なんて興味ねえよ！」と

いう方は、最後のページに最近撮った写真を

まとめたので、そちらをどうぞ。 

 

ノート 

持ってきたもの 

・B5 7mm  50 枚 5 冊 

・B5 6mm  50 枚 1 冊 

・B5 6mm  30 枚 1 冊 

・A6 7mm  30 枚 1 冊 

・A5 無地ノート  

 

買ったもの 

・B5 約 8mm 約 50 枚 1 冊（ミニソウ MINISO 

・A5 約 8mm 約 70 枚 1 冊 

・A5 無地ノート 

 

筆箱の中身 

・0.5mm と 03mm のシャーペン 1 本ずつ 

・カッター 

・coleto 5 色 x3 本 

・ネームペン 1 本 

・ピンクの蛍光ペン 1 本 

・消しゴム 1 個 

・ヴィクーニャ黒 0.5mm 1 本 

・シャー芯 05mm  2B 

・ホッチキス 

・ハサミ 

・修正テープ 
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文房具 

使い切ったもの（わかるだけ） 

・0.5mm 2B シャー芯 60 本 

・coleto レフィル 9 本 以下内訳 

赤 0.4mm x2、紺 0.3mm x1、青 0.3mm x1、チェ

リーピンク 0.3mm x1、アプリコット 0.3mm x1、

水色 0.3mm x1、黒 0.3mm, 0.5mm x1 ずつ 

 

持ってきたもの 

・ネームペン 太いのと細いの x1 ずつ 

・筆ペン x 1 

・0.2mm 2B シャー芯 

 

使わず残っているもの 

・coleto レフィル 

赤 0.4mm x3 

アプリコット 0.3mm x1、0.4mm x2 

アップルグリーン 0.3mm x3 

ブルー 0.5mm 0.3mm x1 ずつ 

アクアブルー 0.3mm x1 

クリアブルー 0.3mm x2 

ベビーピンク 0.3mm x1 

ピンク 0.3mm x1 

チェリーピンク 0.3mm x1 

バイオレット 0.3mm x1 

・蛍光ペン ピンク、水色、黄緑 x1 ずつ 

・ボールペン（ヴィクーニャ） 

黒 0.5mm、0.7mm x1 ずつ 

ピンク 0.7mm x1 

・ヴィクーニャ レフィル 

黒 0.7mm x2 

オレンジ 0.7mm x1 

ピンク 0.7mm x1 

水色 0.7mm x1 

緑 0.7mm x1 

・ホッチキスの針 

・万年筆インクカートリッジ 

・細いネームペン x1 

・和柄のマスキングテープ x5 

・鉛筆 x7 

 

その他持ってきたもの 

・ペーパーナイフ 

・ハサミ 15cm 

・クリアファイル 3 枚 

・付箋 400 枚くらい 

 

日本から送ってもらったもの 

・0.3mm 2B シャー芯 50 本 

・手帳 2020 年版 

・coleto レフィル 

アプリコット 0.3mm x2 

赤 0.4mm x3 

・coleto 5 色マルチペンボディ x2 

・ホッチキス 

 

買ったもの 

・30cm定規 

・ハサミ（MINISO） 

・A4 クリアファイル 透明 10 枚 

・書類管理ホルダー（office depot） 

・書類管理ケース（office depot） 

・A4 ファイル（ポケット 10 枚）（dokkoi） 

・クリップ（office depot） 

・ボールペン x2 

 

化粧品 

持ってきたもの 

・口紅 x10（グロスなども含む） 

・無印の化粧水 200ml x 4 本、400ml 1 本。 

・Green Tea Deep Creansing 400ml x 2 本 

・マスカラ 黒 x3 
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・Kate アイブロウ 

・アイシャドウ 5 色パレット x 3、単色 x5 

・ビューラー、ビューラの替えゴム 

・パウダーファンデ 

・顔用剃刀 x9 

・マニキュア x10 

・椿油 

・ケープ 50g 

 

未使用のまま残っているもの 

・無印の化粧水 200ml x 1 本 

・剃刀 x6 

・ヘアクリップ x4 

・アイシャドウブラシ x4 

・眉ティント x1 

 

買ったもの 

・アイライン 茶色・白 x1 ずつ 

・マスカラ 黒 x1 

・口紅 x6 

・マニキュア x17 

・ネイルリムーバー 240ml と 115ml 

・アイシャドウ 12 色パレット x1、単色 x3 

・ヘアアイロン 

 

日本からのもの 

・クレンジング 400ml x 1 本 

・眉ティント x2 

 

その他 

持ってきたもの 

・虫除けスプレー 200ml x 2 

・日焼け止め 140g, 40g, 30g, 125g  ＝ 335g 

・歯ブラシ x6 

・歯磨き粉 200g 

・Schick Intuition 本体＆替刃 3 個入 

買ったもの 

・Nivea ボディーミルク 400ml 

・ファブリーズ（日本から） 

・歯磨き粉 130g x2 

 

未使用のもの 

・靴ずれ防止シート 

・日焼け止め 200g（125g, 40g, 30g） 

・虫除けスプレー300ml 

・歯磨き粉 130g 

・歯ブラシ x3 

・Schick intuition 替刃 2 コ 

 

電子機器 

持ってきたもの 

・Android タブレット 

・Android 携帯 x 2 

・Kindle 

・Windows タブレット 

・イヤホン 

・Walkman 

・充電コード type c x4 

・充電コード micro USB x3 

・2 台同時充電ケーブル x2 

・micro USB→type C 変換アダプタ x4 

・充電用コンセント x3 

 

買ったもの 

・iPad 

・イヤホン x 2 

 

使わなかったもの（未開封） 

・充電コード type c x2 

・2 台同時充電ケーブル 

・micro USB→type C 変換アダプタ x2 
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服 

・ジーパン x 2 

・ワンピース x1 

・T シャツ x3 

・タートルネック x2 

・バスタオル x2 

・パジャマ x2 

・浴衣一式 

・ニット 2 枚 

・厚手のロングカーディガン 

・マフラー 

 

送ってもらったもの 

・下着 

・剣道着 

・厚手のパーカー 

 

要らなかったもの 

・厚手のタイツ 

・手袋 

・ストッキング 

・ヒートテック 

・スーツ一式 

・キレイめのパンツ x2 

 

買ったもの 

・ジーパン x3 

・ワンピース x3 

・コート x1 

・カーディガン x1 

・メキシコのブラウス x5 

・トレーナー x1 

・T シャツ x1 

・シャツ x1 

 

アクセサリー 

持ってきたもの 

かんざし x5 

イヤリング x14 

指輪 x12 

アンクレット 1 

ネックレスチェーン x5 

ペンダントヘッド x6 

バナナクリップ x5 

 

買ったもの 

ネックレスチェーン x1 

ミサンガ x1 

ペンダントヘッド x1 

ピアス x14 

指輪 x3 

バレッタ x6 

マジェスティ x1 

シュシュ x1 

 

書籍 

使ったもの 

・楽譜 

・地球の歩き方 

 

読まなかったもの 

・クラウン西和辞典 使用頻度低 

・やさしい日本語 

・スペイン語の冊子 x3 
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増えたもの 

・DELE B2, C1 の参考書 

・スペイン語作文の方法構文編 

・Cepe 教科書 

・日本語学術書（日墨協会古本）x3 

・UAM 文化人類学部の本 x2 

・授業の参考資料を印刷したもの 

 

 一部コロナの影響で生活が変わり、思った

より使わなかったものもある（化粧落としが

最たる例）が、総じて自分は物を持ち込みすぎ

だし、色々買い足しすぎだと思う。帰りの荷造

どうしよう…というのが帰国までの難問だ。 

（来た時よりも荷物が増えているのにこれに

お土産が加わるのである。うーん….） 

 

Picnic 営業再開しました。最高。 

最近「ああ、この青空が好きなんだ

よなあ」と思える日が多いです。無

加工でこの青さ。そして毎日色が違

う。せっかくなので 10 枚選んでま

とめてみました。 

 


