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桜の塔
22日(木)午後10:00(ET)／午後7:00(PT)スタート

ドラゴン桜
28日(水)午後10:00(ET)／午後7:00(PT)スタート

日本人の3割しか知らないこと くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館
16日(金)午後8:50(ET)／午後5:50(PT)スタート

トッカイ ～不良債権特別回収部～
3日(土)午後11:15(ET)／午後8:15(PT)スタート

恋はDeepに
19日(月)午後10:00(ET)／午後7:00(PT)スタート

©NIPPON TV





FEATURE STORY



氷河が創り上げた彫刻
　北米大陸の西部、カナダとアメリカの国境をまたいで連なる雄大

な山岳地帯は、世界に名だたるロッキー山脈。この南北に伸びる

山脈のちょうど中間時点に位置するのが、モンタナ州北西部のグレ

イシャー国立公園だ。急峻な山々や深緑に覆われた渓谷、豊富な

水源が織りなす美しい滝や湖など、さまざまな表情を見せてくれる。

グレイシャーとは氷河のこと。積雪と雪溶けを繰り返し、何千年

もかけて密度が高くなった分厚い氷の塊は、自身の重みによってゆ

ソーシャルディスタンスを保ちながらもバケーションを思いっきり楽しみたい。
国立公園は、そんな想いを実現させてくれる旅先だ。
非日常へと誘い、地球の偉大なエネルギーを体感できる場所。さあ、大自然が君を待っている！
Text：Haruna Saito

No.1

グレイシャー
国立公園
Glacier 
National Park
モンタナ州

この夏行きたい国立公園 6選6選
編 集 部 が 選 ぶ

Wild Goose Island 
Lookout から見た St. 
Mary Lake の眺め



っくりと大地を流動していく。そうした氷河の活動は長い年月をかけて

この大地を削り、変化に富んだアメリカ屈指の壮大な地形を生み出し

た。公園内には今も活動を続ける氷河が存在するが、その数は年 と々

減ってきている。地球温暖化の影響で、世界各地の氷河が溶けて消え

つつあるのだ。地球の環境と生態系を保つ役割を担っている氷河を今

後維持できるかどうかは、私たち人間の手にかかっている。

およそ100万エーカーもの広大なグレイシャー国立公園には、175の

山、762の湖、563の川、26の氷河があり、その間を縫うように158も

のハイキングトレイルが敷かれている。公園は年間オープンしており、6

～8月はハイシーズン。この季節になると山々には色とりどりの花が咲

き誇り、景色が一層華やかになる。春 ·秋·冬のオフシーズンには閉鎖

されてしまうエリアもあるが、野生動物を目撃するチャンスが高まるこ

の時期にあえて訪れる人も多い。Logan Passでは、のんびりと草を食

むマウンテンゴートや集団で移動するビッグホーンシープの姿がよく見

られる。運が良ければ、ムースやグリズリー、オオカミ、ハクトウワシ

なども見られるかもしれない。野生動物をしっかり見たいなら、双眼

鏡の持参は必須だ。

大自然に一歩踏み入れれば、母なる大地の偉大さを全身で感じられ

るだろう。

Logan Pass

ひと足延ばして
Waterton Lakes National Park

公園を東西に横断する
舗装道路。片道 2 時間
かかるこの道路沿いに
は、Lake McDonald や
Logan Pass、St. Mary 
Lake、氷河の展望ポイ
ントなど、主要な見どこ
ろが点在している。深い
渓谷やエメラルド色の湖
など、刻々と表情を変え
る絶景はカメラマンにも
人気。 車で行ける公園内最高峰の地点。往復約 1 時間かけて Hidden Lake まで歩

く人気のハイキングトレイルは、ここを起点としている。夏になると一面がワ
イルドフラワーの絨毯と化し、川のせせらぎや自然の声に耳を澄ませながら湖
へと続く道を歩くのは至福の時間。

公園の西側に位置する
Lake McDonald（写真）
と東側に位 置 する St. 
Mary Lake は公園内の
2 大湖。ハイキングや乗
馬、ボートなど、さまざ
まなアクティビティで大
自然を満喫しよう。良く
晴れた風のない日には
湖が鏡のように周囲の
山々を映し、幻想的なひ
と時を楽しめる。

Lake 
McDonaldと
St. Mary Lake

Going-to-the-
Sun Road

歴史ある Many Glacier Hotel を中心に、周辺には湖や氷河が点在している。
10 以上のトレイルがあり、特におすすめしたいのが Grinnell Glacier Viewpoint
まで行くコース。往復5～7 時間と長時間コースだが、最終地点は氷河の目の前。
まさに貴重な体験ができるコースだ。

Many Glacier

CANADA
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カナダのウォータートン湖国立公園は、国境をまたいで

グレイシャー国立公園とつながっている。1995 年には

ウォータートン·グレイシャー国際平和自然公園として、2

つの公園が世界遺産に登録された。小さな国立公園だが、

息を呑むような美しい湖や連峰が広がり、湖畔にはホテ

ルやレストラン、ギフトショップなどが並ぶ小さな町もあ

る。グレイシャーを訪れたついでにぜひ立ち寄って欲しい。

国境を越えることになるので、パスポートは必須。



遥かな時の流れを感じる
北米大陸最高峰のデナリ山を擁するデ

ナリ国立公園。マッキンリー山の名称に親

しみがある人も多いだろう。2015 年、こ

の山の名は、古くからの土地とアラスカ先

住民に敬意を表して「デナリ」に改められた。

デナリとは、先住民アサバスカンの言葉で 

“偉大なもの” を意味する。この聖なる山

はアラスカ先住民と密接に結びついている特別な存在なのだ。

国立公園の面積はマサチューセッツ州よりも広く、日本でいう

と四国よりも広い。敷地内にはデナリ山をはじめとする雄大な

山々やツンドラ、氷河だけでなく、湿地帯や川、緑に覆われた森

などがあり、まるで絵画のように多彩なコントラストを生み出して

いる。年間の大半は雪に覆われているが、5月から少しずつ暖か

い季節が始まる。6月～ 9月中旬にはシャトルバスが運行され、ツ

アーや主なアクティビティを楽しめるピークとなる。特におすすめ

なのが、8月末～ 9月上旬にたった2 週間だけ訪れる秋のデナリ。

公園内を覆うツンドラが一斉に紅葉し、冬支度のためにせっせと

食べ物を探す野生動物の親子の姿を見られるのは、この時期だ

けの特権だ。

No.2

デナリ国立公園　
Denali National 
Park
アラスカ州

Bus Tours

北アメリカ最高峰のデナ
リ山は、標高 2 万 310
フィート 

© NPS Photo

デナリの楽しみは、なん
といってもありのままの野
生動物の姿が見られるこ
と。グリズリー、ムース、
カリブー、オオカミ、ドー
ルシープは “Big 5” と呼
ばれ、特に人気の高い動
物たちだ。実はバスに乗っ
ている間が、野生動物と
の遭遇率が 1 番高いのだ
そう。

エントランス付近にはハイ
キングコースが複数ある
が、デナリでは道なき道を
歩くオフトレイル · ハイキン
グに挑戦してみよう。シャ
トルバスに乗って好きなと
ころで降り、大自然の中を
思うままに歩けば、一生忘
れられない非日常で贅沢な
時間を味わえるはず。

自然保護のため、公園内
はシャトルバスかバスツ
アー以外の一般車両の通
行が禁止されている。バ
スツアーは半日コースや 1
日コースなど複数のコース
があり、公園内を効率良
く回ることができる。ドラ
イバー兼ガイドが見どころ
を逐一説明し、野生動物
を素早く見つけて乗客に
知らせてくれる。

デナリ国立公園を象徴する
スポットの一つ。エントラ
ンスから 85 マイルも入っ
たこの地からは、デナリ山
がどこよりもきれいに見え
る。すぐ近くの Reflection 
Pond と呼ばれる池では晴
れた日にデナリ山が水面に
映り込み、絶好の撮影ス
ポットとして人気。周辺に
はキャンプ場もある。

Wonder Lake

野生動物を
探すべし

ハイキングすべし

© NPS Photo
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太古から続く神秘の原生林
　この広大な原生林では、寄り集まった木々の呼吸が蒸気を発し、青い霧

に覆われた幻想的な景色がしばしば見られる。標高は876～6643フィート

と高低差が激しいため、高地には針葉樹、低地には落葉樹と多様な植物分

布が広がっている。エルクやキツネなど野生動物も多く、特にブラックベア

の生息密度は米国内でも高い区域の一つ。また、サンショウウオは世界最

多の30種以上が確認されており、「サンショウウオの都」とも呼ばれている。

グレートスモーキーには北と南の両方からアクセスができる。北のガトリン

バーグから入ると、Grotto、Laurel、Rainbowといった滝の名所が多く、ハイ

キングスポットとして人気。西側にはCades Cove Loop Roadと呼ばれるドラ

イブロードがあり、野生動物や19世紀に建てられた建築物などが見られる。

北と南を結ぶNewfound Gap Roadでは、風光明媚な景色を楽しもう。

威厳漂う巨木の森
この2つ連なる国立公園の最大の魅力は、ジャイアント·セコイアの木々。ジ

ャイアント·セコイアは地球上でもっとも巨大な樹木といわれており、高さは200

～300フィート、幹の直径は20～26フィートにもなる。この巨木に囲まれた森

を歩けば奇妙なサイズ感覚に陥り、自分が限りなく小さな存在に思えてくる。

そのサイズ感を実感したいなら、セコイア国立公園にあるGiant Forestを

ハイキングしよう。約8000本ものセコイアの木々が生い茂る中、どっしりと威

厳を放ち佇むのは「General Sherman Tree」と呼ばれる世界最大のセコイア

だ。高さは275フィート、幹の直径は最大で36フィート、樹齢はおよそ2200

年。隣接したハイキングトレイルを歩けば、名前のついた巨木があちらこちら

に立ち並んでおり、まるで巨人の世界に迷い込んだようなメルヘンな気分を味

わえるだろう。

No.3

グレートスモーキー山脈
国立公園　
Great Smoky Mountains 
National Park
テネシー ·ノースカロライナ州

上：激しい標高差によ
り多様な温度帯が存在
するため、公園内には
針葉樹や落葉樹、その
他を含む 1600 種以上
の植物が自生しており、
固有種も多い
右：降水量の多いこの
地では緩やかな渓流か
ら轟音を立てて流れる
滝まで、豊富な水源が
大地を潤している

上：大きいものだと 26 階建
てビルと同じ高さまで成長
するジャイアント · セコイア。
ちなみにジャイアント · セコ
イアは世界一体積が大きい
のに対し、北カリフォルニア
に自生するレッドウッドは世
界一背が高い樹木
左：Giant Forest にある、倒
れた巨木をトンネル状にくり
抜いたTunnel Log は、車で
くぐることができる

No.4

セコイア·キングスキャニオン
国立公園　
Sequoia & Kings 
Canyon National Parks
カリフォルニア州

© NPS Photo

© NPS Photo
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海と山のコントラストが美しい
アーカディア国立公園はマウントデザート島に位置しており、

複雑に入り組んだ海岸線とユニークな地形が創り出す絶景が

見どころだ。1年を通してレジャーを楽しむことができるが、ア

クティビティが充実している夏と、島全体が赤や黄色に染まる

秋は特におすすめ。

まず外せないのは、キャデラック山のハイキング。アメリカ

の大西洋沿岸でもっとも標高が高いとされる山頂まで登ると、

目の前には美しい海とぽつぽつと浮かぶ小さな島々を一望で

きる。ここはアメリカ本土で1番最初に朝日が昇る場所でもあ

り、日の出に合わせて訪れれば息を呑むような幻想的な景色

が見られる。アーカディアの見どころを効率良く回りたいなら、

Park Loop Roadをドライブしよう。約27マイルのルート沿い

にはSand Beachや Thunder Hole、Jordan Pondなど、人

気の見どころが点在している。人工的な光が少ないこの島では、

星空観察もお忘れなく！

謎多き先住民の集落跡
標高7000 ～8400フィートもの断崖絶壁の窪みに、まるで鳥の巣

のように築かれた集合住宅。今から約1400 年前、この辺り一帯に古

代プエブロ人たちが移り住み、700 年もの間、生活を営んでいた。現

在、公園内では約600もの断崖の集落跡が見つかっている。そのうち

Cliff Palaceと呼ばれる最大の集落は、150部屋と23の宗教施設を有し、

およそ100人が暮らしていたという。居住建築は砂岩や泥などを使った

レンガ造りで、2～4階建てのものもある。なぜこのような断崖に集落を

築いたのかについては、まだ解明されていない謎も多い。

Cliff Palaceと2 番目に大きいLong Houseでは、夏になると集落

の内部を見学できるツアーが実施されるので参加してみよう。また、3

番目に大きいSpruce Tree Houseの周辺にハイキングトレイルがあり、

ここではペトログリフと呼ばれる岩壁に刻まれた絵が見られる。

上：身分の高い権力者
たちが暮らしていたと
考えられている最大の
集落 Cliff Palace。居
住建築の入口の高さを
見ると、当時の人々の
身長は今よりも低かっ
たことがよく分かる
左：ペトログリフには
人間や動物、模様な
どさまざまな壁画があ
り、とても興味深い 

No.5

メサ·ヴェルデ国立公園
Mesa Verde National Park
コロラド州

No.6

アーカディア国立公園　
Acadia National Park
メイン州

上：キャデラック山
頂からの景色は絶景。
山頂まではハイキング
または車でもアクセス
ができ、山頂付近の
ループトレイルを歩け
ばさまざまに変化する
風景を楽しめる 
左：Jordan Pond で
は、カヌーやカヤック
などの水上アクティビ
ティができ、周辺には
ハイキングトレイルも
充実している 

© NPS Photo

©NPS Photo/Kent Miller

©NPS Photo/Victoria Stauffenberg
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●フェイスカバーの着用

米国連邦法により、出発する空

港に入ってから機内、到着した空港

を出るまで、飲食時や薬の服用時

を除き、旅行の間は常にフェイスカ

バーの着用が義務付けられていま

す。クラブ、ラウンジのご利用時に

も適用されます。

●適切な空間を確保

チェックイン、セキュリティエリ

ア、搭乗ゲートでの待ち時間や搭乗

の際など、空港内では常にソーシャ

ルディスタンスを保っていただくよ

うご案内しています。飛沫感染を防

止するため、サービスデスクやカウ

ンターには商用グレードのパネルを

設置しています。

●清掃の徹底

空港内のセルフチェックイン機

やカウンター、座席エリアなどは常

に清掃・消毒をしています。機内で

も、座席周りおよび頭上収納棚の

取っ手などは重点的にクリーニング

を行なっています。アメリカン航空

では、99.9% のウィルスを殺菌す

る SurfaceWise®2 による画期的な

コーティングを導入しています。

●非接触型テクノロジー

お客様とスタッフの接触機会を減

らすため、米国内のほとんどの空港

ではチェックイン、手荷物タグの印

刷、クラブへの入室、搭乗券のスキャ

ンなどに非接触型の対応を取り入れ

ています。

●食事と飲み物のサービス

機内では食事と飲み物のサービスを

限定しており、一部の長距離路線では

機内で袋入りのスナックを提供していま

す。スナックやソフトドリンクは持ち込

みが可能です。クラブやラウンジでは、

パッケージ入りのスナックや無料のプレ

ミアムドリンクを用意したフルサービス

のバーを楽しめます。モバイル端末か

ら注文できるメニューもあります。

ダラス・フォートワース空港は、アメリカン航空の本社がある最大のハブ空港。

2019 年には空港内に同社の Flagship ラウンジがオープンし、シェフが監修したメ

ニューやこだわりのドリンクを揃えたカクテルバーを備えたくつろぎの空間で、出発

までゆったりと過ごすことができるようになった。また、米国内の豊富なネットワー

クに加え、メキシコ、中南米からの乗り継ぎにも便利だ。

機内には心地良い旅を楽しめるビジネスクラス「Flagship Business」、手頃な価

格で快適さを味わえる「Premium Economy」を備え、Premium Economy 以上の

クラスでシェフ考案の充実した食事を提供している。また、日本語を話すキャビンア

テンダントも乗務する。

公式ホームページ：www.aa.com

COVID-19 対応の
クリーンコミットメント

アメリカン航空は COVID-19 に

対応した適切な清掃・消毒手順を

実践しており、航空会社として初め

て、Global 

B i o r i s k 

Adv i so r y 

Council に

よる GBAC 

STARTM 認

定を取得し

ました。

フライトスケジュール

日本への旅は、アメリカン航空

便名 出発 到着

AA61 ダラス　11:40am 成田　2:20pm（翌日）

AA60 成田　6:30pm ダラス　4:40pm

東京〜ダラス間

※羽田〜ロサンゼルス線および羽田〜ダラス線は、新型コロナウイルス感染が終息次第、再就航する予定です。
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カリフォルニア州オレン
ジ郡在住。気がつけばアメ
リカに暮らしてもう40年。
1976年に渡米し、アラバマ
を皮切りに全米各地を仕
事で回る。ラスベガスで結
婚、一女の母に。カリフォ
ルニアで美術を学び、あさ
ひ学園教師やビジュアルア
ーツ教師を経て、1999年か
ら不動産業に転身。山口県
萩市出身。早稲田大学卒。
ご意見・ご感想は、mail@
chizukohiguchi.comまで。





福田恵子
日本とはあらゆる面で異な
るアメリカの学校の実態
を、ロサンゼルス郊外、ビー
チシティーの公立校（通称
Ｋ－12）に、11年生の娘ニナ
を通わせる筆者が、保護者
の視点からリポートする。

アメリカの学校アメリカの学校
としてもっと知りたい！もっと知りたい！としてもっと知りたい！親とととと親








