アメリカ旅行記
河川砂防課
1.まえがき

吉田

直起

旅行日程

2015 年 5 月 2 日～10 日にかけてロングビーチに
2015/5/2(土）

高知龍馬空港10：10（出発）
羽田空港11：30（到着）
リムジンバス12：00（出発）
成田空港13:00（到着）
成田空港17：00（出発）
ロサンゼルス空港11:00（到着）
ハリウッド観光
Days Inn Long Berch City Center 泊

2015/5/3（日）

サンタモニカ観光
ロングビーチ観光
Days Inn Long Berch City Center 泊

2015/5/4（月）

ラスベガス観光
Thed Westin Las Vegas Hoteｌ泊

2015/5/5（火）

グラウンドキャニオン観光
ラスベガス観光
Thed Westin Las Vegas Hoteｌ泊

留学している友人に会うことが目的で旅行に行きま
した。ハリウッド→サンタモニカ→ロングビーチ→
ラスベガス→ビバリーヒルズ→グランドキャニオン
→ダウンタウンなどその周辺地域も観光してきまし
た。
2.アメリカの概要
アメリカには、多種多様な民族が暮らしています。
日本の 25 倍もの面積を持つアメリカの、人口密度は、
日本の 10 分の 1 程度と低い値となっています。
アメリカのお金は US ドル。紙幣は 6 種類で旅行

2015/5/6（水）

ラスベガス観光
Days Inn Long Berch City Center 泊

2015/5/7（木）

リバリーヒルズ観光
Days Inn Long Berch City Center 泊

者にも見分けやすいように色分けもされていて使い
やすかったです。コインは 4 種類あります。多くの
アメリカ人は紙幣で支払うためコインはあまり使わ
ないそうです。

東京

2015/5/8（金）

ロサンゼルス観光
KAWADA泊

2015/5/9（土）

ロサンゼルス空港01:20（出発）

2015/5/10（日）

羽田空港05:00（到着）
羽田空港08:00（出発）
高知龍馬空港09:30（到着）

ロサンゼルス空港

高知

片道 10 時間程度

首都：ワシントンDC

位置図

詳細図
3.ラスベガス観光

図 1 1
写真

The Westin Las Vegas Hotel 周辺を観光しました。
ラスベガスで有名なストリップ通りに出るとショッピング、食べ物な
どたくさんの店がありました。通りから見えるホテルの一つ一つにも
独自の個性があり、景色を見ながらショッピングを楽しめとても有意
義な時間となりました。ラスベガスは、眠らない街と言われています。
ビルの一部が液晶になっている建物が多くありました。
ホテルの中は、宿泊されていない方でも楽しめるように無料ショー
を見学できるところもありました。パリス・ラスベガスは、沢山ある
ホテルの中でも有名なショーがあり、見る機会をもてて良かったです。
（写真 1）
3.1 ラスベガスの宿泊ホテル
The Westin Las Vegas Hotel は、ストリップ通りから徒歩 5 分程度
のところにありました。室内は、落ち着いた雰囲気でくつろげる空間
でした。
（写真 2）1 階には、カジノや飲食店がありました。一度は
カジノをしておきたかったのですが、
21 歳未満は立入が禁止されてお
り断念しました。

写真 2
The Westin Las Vegas Hotel
上の写真：全体写真
下の写真：室内の状態

4.グランドキャニオン観光
4.1.ラスベガス～グランドキャニオン
グランドキャニオンは、ラスベガスから約 440km の所にあります。
レンタカーでは時間がかかりすぎるとのことで、日帰りの観光ツアー
で行くことにしました。
朝 6 時に日本人のガイドの方がホテルまで迎えにきてくれました。
観光客は私と友人それに 4 人の日本人でした。グランドキャニオンに
いく途中は、辺り一面砂漠が続き、日本では見る機会がない景色に感
動しました。
4.2.昼食
グランドキャニオン付近に到着して、昼食を食べました。ビュッフ
ェという、アメリカでのバイキング(写真 3)を体験しましたが、日本
の方がおいしいと思いました。

写真 3

ラスベガスでのビュッフェも有名で、とにかく量が多いと聞きまし
た。次にアメリカに行く機会があれば ラスベガスの方にも挑戦した
いと思いました。
4.3.グランドキャニオン到着
グランドキャニオンの中のヤババイ・ポイントから景色を見ました。
(写真 4)｢グランドキャニオン｣とインターネットで調べると、写真や
動画などたくさんの情報を見ることができますが、実際に足を運ぶこ
とで、壮大な自然のスケールや、野生の動物を間近に見ることができ
ました。
4.4.アクシデント
グランドキャニオンからラスベガスへ帰る途中に、バスのエンジン
から異常な音が鳴り初めました。移動中は熟睡していた人もいました
が、その音で目を覚ましました。約 3.2km 先までは、ガソリンスタ
ンドなく、止まってもおかしくない状態で何とかガソリンスタンドに

写真 4
上の写真：ヤババイ・ポイントか

着くことができました。代車が着くまでの間コンビニで 3 時間程度待

らの景色

つことになりました。そこで、鹿児島と京都から旅行で来られた新婚

下の写真：撮影スポットからの

の方と話す機会があり、アクシデントも楽しい思い出となりました。

写真

詳細図

5.ロサンゼルス～ショッピング
CLTADEL

OUTLETS(写真 5)は、ダウンタウンから車で

25 分程度のところにあります。私が宿泊しているホテルの方に
聞いたところ観光客やアメリカ人が行くアウトレットとして人
気の高い店とのことです。車が多くて駐車するのに苦労しまし
た。有名なブランド店がたくさんあり、サッカーで使うスパイ
クを 5000 円程度安く買うことできてよかったです。
5.1.ダウンタウン観光

写真 5

ダウンタウンの周辺を 19 時～20 時にかけて散策しました。
ロサンゼルス中心街は、ビルが高く遠くから見ても迫力があり
ました。
（写真 6）ダウンタウンは、インターネットの情報で治
安が悪いと言うイメージをもっていましが、朝は店もたくさん
出ていて思っていたより治安は悪くない印象でした。しかし、
店が閉まり、人気がなくなるにつれアメリカ人が歩く姿を目に
する事が少なくなりました。朝に比べ、夜になるとホームレス
の方が目立つようになり、あぶない雰囲気を感じました。食べ
物を頼んでいるとホームレスに食べ物が欲しいと声をかけられ
たり、横断歩道で待っているときも物を取ろうとしている人を
目にすることがありとても驚きました。

写真 6

6.その他観光地
6.1 ハリウッド観光
ハリウッドの観光地からは、近くの山の頂上付近につくられた
Hollywood と書かれた文字を見ることができます。
ハリウッド・ウォ－ク･オブ･フェームと言う約 5km の通りには、
有名人の名前が書かれている星形のプレートが約 2500 点敷設さ
れており、知っている名前を探すのに苦労しました。
（写真 7）他
にもハリーポッターなど有名な方の手形やサイン、足跡など見る
ことができます。
（写真 8）

写真 7

6.2 サンタモニカ観光
サンタモニカは、ビーチ（写真 9）だけでなく、少し歩くと土
産店があり、子供向きのアトラクションを目にしたり、観光客を
盛り上げるようなショーもたくさんありました。
7.アメリカのトンネル、高速道路
アメリカにはトンネルがほとんどないのですが、しかし、ダウン
タウンで見つけることができました。トンネル表面は、光を反射

写真 8

させるような作りとなっており、運転手の方にとっては眩しくて
不便ではないかなと感じました。
（写真 10）
高速道路（写真 11）は、I.C がたくさんあるので、降りたい地点
を通り過ぎてもすぐ近くの I.C から降りることができて便利だと
感じました。一番左の車線はカープールレーンといい、2 人以上
乗っていないと通ってはいけないレーンとのことです。一般道路
に出ると、舗装状態が悪い道が多く運転しづらい印象でした。
8．終わりに

写真 9

今回のアメリカ旅行は初めての海外旅行でした。アメリカ、そ
して現地まで一人で行くと言う経験したことがなく、不安もあり
ました。日本から離れた地で、たくさんの刺激を受けて帰ってき
ました。5 泊 7 日では周りきれない壮大なスケールを目の当りに
し、またアメリカへ行きたいと思いました。英語を話すことがで
きたら、行動範囲を広げることができたかなと感じました。街に
よっては、ホームレスが目立つような場所もあり、日本という国
が裕福な国だと改めて思いました。また、アメリカに行くことで

写真 10

日本では外で食事を楽しむ習慣はあまり見られませんが、アメリ
カは、それが一般的だと見ていて思いました。外国人に囲まれな
がら食事をすることも貴重な体験であり、その時その時が自分に
とっては、かけがえのない時間となりました。
写真 11

