日本の寒い冬から逃れよ
うと、休み中に青い海と眩
しい太陽がよく似合うロサ
ンゼルス Ｌ
( Ａ）に友人と
一緒に行ってきた。
初日現地に着いたのが夜
の８時程で、飛行機等の疲
れもありそのまま就寝し
た。
二日目はユニバーサル・
スタジオハリウッドを丸
一日かけて遊び尽くした。
パーク前で朝ハンバーガー
セットを頼んだら、日本の
ビックマックの２倍もある
アメリカンバーガーが出て
きた。
「これぞアメリカン
サイズだ」とただただ圧倒
された。結局胃袋は限界に
達し、ポテトを全部あきら
めてＸＬサイズのコカコー
ラを片手に入園した。いろ
いろなアトラクションがあ
る中で、映画好きにはたま
らないハリウッドスタジオ
ツアーに参加し、ハリウッ
ド映画の世界の裏側をこの
目で確かめたことは貴重な
経験であった。
土地勘もついてきたと
ころで、三日目はＬＡに数
あるビーチの中でも最も人
気のあるサンタモニカに
行った。ヤシの木が生い茂
るビーチシティは開放的な
雰囲気が漂い、私達はすっ
かりその雰囲気に馴染んで

ろもあった。安全バーがつ
いていないスプラッシュマ
ウンテンはとても魅力的
で、計６回も乗ってしまっ
た。
ずぶ濡れになったので、
ホットココアとターキーレ
グを購入した。ターキーと
はクリスマスイブに食べる
大きい鳥のことで、それの
レグは片手では重たいと感
じるほどだった。最後にパ
レードや花火を楽しみ、花
火の最中にシンデレラ城の
上空をピーターパンが飛び
回ることに驚いた。
迎えた最終日は早起き
して、ホテル周辺にある天
使のマリア聖堂やウォル
ト デ ィ ズ ニ ー・ コ ン サ ー
ト ホ ー ル を は じ め、有 名
建築物をカメラに収めた。
チェックアウトした後はハ
リウッド＆ハイランドに向

入ったのが『海の駅なおし
ま』である。この建物は有
名な建築家が手掛けてお
り、柱が細く、カフェなど
機能的スペースはガラスの
箱として点在している。ま
た薄く低い大屋根のため、
視点の高いフェリーから見
ると直島の風景が屋根の上
に広がっている。今までに
ない現代的でスタイリッ
シュな建築物だった。その
まま直島のレンタルサイク
ルを使って、地中美術館へ
海風に当たりながら険しい
山道を登った。この美術館
では絵に詳しい人なら分か
るモネの大装飾画と呼ばれ
ている「睡蓮」の展示がさ
れている。
その他にも
「オー
プン・フィールド」と呼ば
れる上下や奥行きの感覚が
なくなるような青一色の空
間がある。また建築家の安
藤忠雄によってそれぞれの
ギャラリー間の廊下にも工
夫がされている。壁に採光
のための横に広がる開口部
が入っているが、この開口
部を支える柱は一本もな
い。この開口部は太陽の位
かった。ホップオン・ホッ
プオフのツアーに参加し、
ロサンゼルスの観光ポイン
トをガイドの解説付きで
回った。サンタモニカで贅
沢なランチを取ったあと、
ハリウッド＆ハイランドに
戻ったのは午後の４時程
だった。この日はちょうど
アカデミー賞授賞式の前日
で、サングラスをかけた黒
一色の警備員がたくさんい
た。その人達に気を配りな
がら写真を撮った。存分に
楽しんだあと、空港へと向
かった。空港の中でピザを
注文したが、サイズは日本
サイズで小さかった。思わ
ず「ちっちゃい」と声を漏
らした。
この短い５日間で、
僕も胃袋もアメリカンサイ
ズになっていたのかもしれ
ない。

置によって常に異なる光の
色合いを作る。おだやかな
光と静観な雰囲気が時間を
忘れさせてくれる美術館
だった。
次に家プロジェクトを
している建物が点在した町
へと向かった。家プロジェ
クトというのは地元の伝統
を残しながら廃棄物を再利
用して建てられた実験建築
物を展示している。それぞ
れ建物の中に入ると、家の
１階から２階を突き抜けて
いる自由の女神がある家も
あれば、真っ暗な空間に長
い間居ることでスクリーン
が見えてくる視覚アートな
どがある家もある。それら
を見終わった夕方４時頃、
高松へ戻って一泊した。
次の日は、フェリーを
乗り継いで犬島へ行った。
ここは理科大ＯＢの有名な
建築家三分一博志が手掛け
た精錬所がある。これは、
かつて『精錬所』として使
われていた施設の棟を利用
して空気の流れを調節し、
設備を使わずに冬は暖か
く、夏は涼しい空間にする

建築コンセプトから建てら
れた。また『精錬所』の中
には、いくつもの直角の通
路に正確に 度で鏡を置く
ことで、鏡が写しあって遠
くの風景を写す芸術品など
があった。犬島の
『精錬所』
はマチュピチュのような風
景で日本の現代的な建築と
はかけ離れていた。
その後、
豊島美術館を回って思い出
と共に東京に帰った。
この旅行を通じて色々
な美術品に触れられた。こ
の旅行はこれからの自分の
デザインに大きく関係して
いくだろう。
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初日は飛行機が遅れて
いた為、ホテルに到着した
時刻は 時を回っていた。
到着すると直ぐにホテルの
近くにある１品１２０円前
後の安さの屋台に行き、そ
こでチャーハンを食べた。
その後、バンコクでは歓楽
街として有名なスクンビッ
ト駅へ地下鉄で向かった。
現地の人との交流を深める
ためディスコに行く途中、
ソウカウボーイという日本
の歌舞伎町が霞むような迫
力のあるネオン街にただた
だ圧倒させられた。
二日目はオプションツ
アーを申し込みにバンコク
のＨＩＳ支店に行き、ここ
でマッサージの割引券、ク
ルージングの割引券などを
手に入れた。この日は、若
者の賑わうサーヤム街でお
土産などの買い物をした。
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直島は瀬戸内海に位置
し、美術館などが多くある
アートの島として海外の人
も多く訪れる。現在多くの
建築家が直島、犬島、豊島
の森林自然、鉱業を利用し
て建築プロジェクトを行っ
ている。今回春休みを利用
してこの島々へ行った。
横浜から深夜バスに
乗って朝９時に香川県の高
松駅に着き、そのままフェ
リーを使って 時頃に直島
に 到 着 し た。寝 ぼ け 眼 に
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町をゆったりと散策した。
ビーチサイクルをレンタル
し、温かい潮風に吹かれつ
つセレブの高級別荘が立ち
並ぶベニスまで疾走した。
途中でストリートバスケを
見かけ、ふとＮＢＡの名門
の本拠地ステプル
Lakers
スセンターに向かうことに
した。その日試合はなかっ
たので、記念にパーカーを
購入した。そして、向かい
側にある近年話題のＬＡラ
イブに行き、アメリカ音楽
の歴史やグラミー賞にまつ
わる品々がずらりと並ぶグ
ラミー博物館を回って帰宅
した。
四日目は終日ディズ
ニーランドパークでぶら
ぶらした。アトラクション
やショーは日本のものと大
体同じだが、少し違うとこ

日本でいうところの渋谷だ
ろうか。ただ、夜に出店で
食べ物を買う場合は、事前
に薬を持って行くという事
に注意しなければならな
い。なぜなら、友人が食中
毒で倒れ病院で入院する羽
目になったからだ。ここで
歩き疲れてしまい、タイの
マッサージを受けることに
した。本格的なマッサージ
が１２００円前後の安さで
体験することができる。夜
は王宮のライトアップを
見ながらのクルージング
で、食事はバイキング形式
で、タイの色々な料理を満
喫した。最後には、踊り子
のお姉さんに誘われ、ダン
スホールで二人きりで踊っ
た。余りの恥ずかしさに友
人二人と台湾人のお姉さん
二人を誘って皆で楽しく盛
り上がった。
最終日はアユタヤ遺跡の
ツアーで、卒業旅行で来て
いた日本人学生のグループ
とバンを貸し切り、計６つ
の遺跡を回ることができ
た。バンは一日の貸し切り
で３万円程度かかるが、大
人数で行った場合はとても
便利である。ゲームに出て
きそうな遺跡ばかりで、幻

想的な世界にいるようだっ
た。ホテルに帰ると、現地
で働いているという日本人
の方に誘われ、一緒にお酒
を飲むことにした。タイで
の遊び方をたくさん教えて
もらった。旅行の醍醐味は
やはり、現地の人との交流
にあると思う。しかし、タ
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イへの旅行に来ているヨー
ロッパ人との交流も有意義
である。自国とは違う文化
を楽しむという目的が共通
しているためか、私が撮影
した多くの写真はタイの文
化を満喫している多国籍の
人の笑顔で溢れていた。

▲虎との記念写真

旅は我々に貴重な経験を与えてくれる。
計画を立てるのは大変でも、
旅の後にはきっ
と様々な感動が残っているはずだ。そこで、ここでは大学生による３つの旅行体験
記を紹介する。これを読んで感じるものがあれば、時間が豊富にある大学生のうち
に一度は好きなところに旅行してみよう。

▲サンタモニカビーチシティの写真

▲犬島にある『精錬所』の写真
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