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ルート66と	
テキサス・ヒル・
カントリー

テキサス州ダラスからオクラホマ州オクラホマシティーへ	 	 	 	 3	時間	31	分／332	キロメートル
オクラホマ州オクラホマシティーからテキサス州アマリロへ	 	 	 	 3	時間	51	分／416	キロメートル
テキサス州アマリロからニューメキシコ州サンタフェへ	 	 	 	 4	時間	8	分／449	キロメートル
ニューメキシコ州サンタフェからカールズバッドへ	 	 	 	 4	時間	11	分／440	キロメートル
ニューメキシコ州カールズバッドからテキサス州フレデリックスバーグへ	 	 6	時間	7	分／641	キロメートル
テキサス州フレデリックスバーグからテキサス州サンアントニオへ	 	 	 1	時間	17	分／112	キロメートル
テキサス州サンアントニオからオースティンへ	 	 	 	 1	時間	41	分／128	キロメートル
テキサス州オースティンからフォートワースへ	 	 	 	 3	時間	12	分／316	キロメートル
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テキサス州ダラス
地上 143 メートルの高さにあるリユニオンタワー
（Reunion	Tower）のジオデッキ（GeO-Deck）

に登り、ダラスの街の 360 度の眺望を楽しみ、自
分が街のどこにいるかを確認しましょう。その後、
階にある洗練されたレストラン、ファイブシックス
ティ（Five	Sixty）でディナーはいかがでしょう
か。無料で乗り降りできる古風なライントロー 
リー（M-Line	Trolley）を利用して、市内を観光
しましょう。ダラス全域にの停留所があり、アッ
プタウンとダウンタウンを行き来しています。ト 
ローリーにつけられた昔風の広告もチェックして
みてください。ダラス美術館（Dallas	Museum	
of	Art）もお見逃しなく。アメリカで最も大きな
美術館の1つで、世界中から集められた 22,000 
点もの作品が収蔵されています。ビショップアー
ト地区（Bishop	Arts	District）をぶらぶらしな
がら、カルチャースポットを巡るのもお勧めです。 
60を超える個人のお店、ギャラリー、レストラン、 
バー、カフェなどが軒を連ねています。宿泊地：テ
キサス州ダラス。

宿泊地：テキサス州ダラス ダラスの壁画『ザ・ストーム』



テキサス州ダラスからオクラホマ州オクラホマシティーへ

ダラスから北へ 2 時間半ほど行くと、オクラホマ州サルファーに、静かで
自然が損なわれていないチカソー国立保養地（Chickasaw	National	
Recreation	Area）があります。このエリアは、小川や泉、湖でアウトド
アレクリエーションを楽しむ、自然や釣りを愛する人たちにとって魅力
的な場所です。近くのチカソー文化センター（Chickasaw	Cultural	
Center）は、チカソー族の生活に特化した博物館で、アメリカ先住民
の文化と歴史を包括的で対話型の展示で学ぶことができます。敷地内
のカフェでは、グレープダンプリングやフライブレッドなどの伝統的な
料理を味わうことができます。サルファーから 90 分ほど北に進むと、

オクラホマシティーに到着します。ここでは、西部開拓時代にまつわる
展示が充実したナショナル・カウボーイウェスタン・ヘリテイジ博物館
（National	Cowboy	&	Western	Heritage	Museum）や、世界最
大級のチフーリのガラス彫刻のコレクションを所蔵するオクラホマシ 
ティー美術館（Oklahoma	City	Museum	of	Art）を見学しましょう。
春には、プロフェッショナルロデオのシーズンで最も大きなイベント 
の一つ、ナショナル・サーキット・ファイナルズ・ロデオ（National	Circuit	
Finals	Rodeo) のチケットをぜひ手に入れましょう。

宿泊地：オクラホマ州オクラホマシティー

オクラホマシティーのマイリアッド庭園

3	時間	31	分／332	キロメートル



オクラホマ州オクラホマシティーからテキサス州アマリロへ

歴史あるルート 66（Route	66）は、曲がりくねりながらオクラホマシティーの州議
会議事堂（Capitol	Building）の堂々たる建物のそばを通ります。ここではガイド
ツアーに参加することも、自由に建物を見学することもできます。また、ここは世界
で唯一の、採油中の油井に囲まれた州議会議事堂であることにご注目ください。ア
ンズ・チキン・フライ・ハウス（Ann’s	Chicken	Fry	House）に立ち寄って、オクラホ
マ名物のチキン・フライド・ステーキを注文し、アットホームな雰囲気の中でランチ
を楽しみましょう。店の外にあるピンクのキャデラックと昔のパトカーが目印です。 
ルートをオクラホマ州ハイドロまで進み、ルシールズ・サービス・ステーション
（Lucille’s	Service	Station）を訪れます。 1929 年に建てられたルシールズ
は、オクラホマ州のルート66に現存する数少ないサービスステーションのつです。
この人気の観光スポットは建設当時の状態に復元されましたが、今はサービス
ステーションとしては営業していません。さらにルート66を進み、クリントンのオク

ラホマ・ルート66博物館（Oklahoma	Route	66	Museum）へ向かいます。この
博物館では、アメリカで最も有名なハイウェイの歴史と伝説を物語る展示を見学
できます。また、1930 年代にアメリカ中西部の州で発生した「ダストボウル」と呼
ばれる砂嵐によって、200 万人以上の人々が移住を余儀なくされたり、貧困にあ
えいだり、機会を失ったりしたという苦難の時期についても学ぶことができます。
干ばつや絶望から逃れようとした大勢の人々が、明るい未来を夢見て西へ向か
いました。アマリロに向かってルートを進んでいると、テキサス州との州境付近で、「
マザーロード」（Mother	Road）を象徴するノスタルジックな場所をいくつか目に
します。西部開拓時代の面影もかすかに感じられることでしょう。昔の道路が長距
離にわたり残っており、コンクリートも当時のままという場所も少なくありません。

宿泊地：テキサス州アマリロ

アマリロのキャデラックランチ

3	時間	51	分／416	キロメートル



テキサス州アマリロから	
ニューメキシコ州サンタフェへ

ルート66をさらに西に進み、テキサス州エイドリアンに着
いたら、ミッドポイントカフェ（Midpoint	 Cafe）に立ち寄り
ましょう。ここはルート66の中間点で、イリノイ州シカゴまで
東に 1,833 キロメートル、カリフォルニア州ロサンゼルスま
で西に 1,833 キロメートルの地点にあたります。ニューメキ
シコ州に入り、トゥクムカリに着いたら、ニューメキシコ州
で今も営業を続ける数少ないキュリオショップのつに立ち
寄ってみましょう。外観だけでなく店内もユニークなテ 
ィー・ピー・キュリオズ（Tee	 Pee	 Curios）では、ルート 66 
のおみやげ、シャツ、ジュエリーなどが販売されています。し
ばらく西に進み、ルート 84 に入ります。旧ルー 66トでもあ
るこの道をサンタフェに向かって北上すると、山とメサがそ
びえる砂漠の景色へと変わっていきます。

サンタフェは見どころ満載の街です。まずは有名なキャニオ
ンロード（Canyon	Road）から。100 軒以上のアートギャラ
リー、ショップ、レストランが軒を連ねています。続いてジ 
ョージア・オキーフ美術館（Georgia	O’Keeffe	Museum）
で、このアメリカ芸術にとって重要なアーティストの、色彩
豊かな作品を鑑賞します。サンタフェには、とてもよく知ら
れた特産物であるニューメキシコチリペッパーを使った料
理を出すレストランがたくさんありますから、その中の軒
で、ひと休みして食事にしましょう。国際民俗芸術博物館
（Museum	of	International	Folk	Art）を見る時間をと
っておくのを忘れずに。100ヵ国から集められた 12 万 5 千
点以上の作品を収蔵する、この分野では世界最大規模の
コレクションを誇る博 物 館です。バンデリア国 定 公 園
（Bandelier	 National	 Monument）では、プエブロ族
の大昔の生活を知ることができます。現在も岩肌に残され
ているペトログリフと洞窟住居跡が見られます。

宿泊地：ニューメキシコ州サンタフェ

ルート	66

4	時間	8	分／449	キロメートル



ニューメキシコ州サンタフェから	
カールズバッドへ

カールズバッドに向かって南下する途中、ロズウェルに立ち寄りましょう。ロ
ズウェルは、1947 年にロズウェル事件の舞台となったことから、UFO が着
陸する可能性のある場所として、地図に記されることになりました。現在こ
の街には UFO 博物館（UFO	Museum）やアトラクション、ショップがあり
ます。次にカールズバッド洞窟群国 立公園（Carlsbad	Caverns	Naitonal	
Park	）を訪れます。洞窟群は見事な景観をたたえるチワワン砂漠の地下に
あり、すぐそばには岩だらけの斜面と深い峡谷を有するグアダルーペ山脈
がそびえています。世界的に有名なこの洞窟では、巨大な地下の空洞にあ
るさまざまな形の岩を、ガイドなしで見学することができます。舗装された
急斜面を約キロメートルにわたって歩くトレイルも用意されています。洞窟
のナチュラルエントランス（Natural	Entrance）から洞窟に入ると、全長
キロメートルのビッグ・ルーム・トレイル（Big	Room	Trail）に合流します。
ビジターセンターからエレベーターに乗って、ビッグ・ルーム・トレイルに直
接行くこともできます。

宿泊地：ニューメキシコ州カールズバッド

ニューメキシコ州カールズバッドから	
テキサス州フレデリックスバーグへ

カールズバッドを早朝に出発し、テキサス・ヒル・カントリー（Texas	Hill	
Country）とフレデリックスバーグへ向かいます。この街に残るドイツの伝
統を学ぶには、ウォーキングツアーが一番です。ツアーの後は、フレデリッ
クスバーグのビストロやベーカリー、ビヤガーデンで、地元のグルメ料理と 
ビールを味わいましょう。バーベキューもヒルカントリー自慢の名物料理で
す。メスキートの木炭を使うため、柔らかいブリスケットなどの肉に独特の風
味が加わります。バックウッズバーベキュー（Backwoods	BBQ）など、地元
で人気のバーベキューレストランを探しましょう。

宿泊地：テキサス州フレデリックスバーグ

カールズバッド洞窟群国立公園

4	時間	11	分／440	キロメートル

6	時間	7	分／641	キロメートル



テキサス州フレデリックスバーグからサンアントニオへ

フレデリックスバーグから風光明媚なハイウェイ 16 に入り、テ
キサス・ヒル・カントリーの非公式な首都、カービルまで行きま
す。カービルの優れた博物館、ギャラリー、ショップは、時間を
かけて巡る価値が十分にあります。サンアントニオに行く途中
にぜひ立ち寄りましょう。サンアントニオでは、アラモ伝道所
（The	 Alamo）の名で知られるサンアントニオ・デ・バレロ伝

道所（Misión	San	Antonio	de	Valero）など、18 世紀にスペ
イン人が建設したカソリックの伝道所を見学することができま
す。サンアントニオの伝道所群は、ユネスコの世界遺産に登録
されています。近くを流れるサンアントニオ川の川岸には、リ 
バーウォーク（River	 Walk）と呼ばれる舗装された歩道が整

備されています。リバーウォーク沿いに歩き、オープンエアのパ
ティオがあるレストランに入るもよし、ボートツアーに参加する
もよし、楽しい時間をお過ごしください。ラテンアメリカへの玄
関口であるこの町では、メキシコ製の衣服や職人の手作りの
品などユニークなお土産が手に入ります。また、ここで味わう
料理は別格です。テクスメクス料理とは、その名の通り、伝統的
なメキシコ料理とアメリカ料理を融合させたものです。家族経
営のレストランではおいしいエンチラダを、小さなタコス専門
店では新鮮な魚を使ったタコスなどを味わうことができます。

宿泊地：テキサス州サンアントニオ

サンアントニオのリバーウォーク

1	小时	17	分钟/112	公里



テキサス州サンアントニオからオースティンへ

この日の目的地はオースティンですが、途中でテキサス・ヒル・カント 
リーをもう少し時間をかけて観光します。途中、自然の水場で涼をとりま
しょう。クラウススプリングス（Krause	Springs）、ブルーホール（Blue	
Hole）、ハミルトンプール（Hamilton	Pool）は地元の人たちに人気が
あります。オースティンには約  250 のライブハウスがあり、ライブミュー
ジックが盛んな街として評判を得ています。ロカビリー、カントリー、ス 
ウィングのショーが人気のザ・コンチネンタル・クラブ（The	Continental	
Club）などのレトロなバーに立ち寄ったり、ザ・ムーディ・シアター（The	
Moody	Theatre）のオースティン・シティ・リミッツ・ライブ（Austin	City	
Limits	Live）のチケットを手に入れたりしましょう。ここでは、あらゆる
ジャンルのコンサートが開かれ、アメリカ有数の長寿音楽番組オース 

ティン・シティ・リミッツの収録が行われています。オースティンといえば、
春に開催されるサウス・バイ・サウスウェスト・ミュージック・フェスティバ
ル（South	by	Southwest	）を思い浮かべる方もいるかもしれません
が、年中ほぼ毎日何らかの音楽祭が行われているため、オースティンに
いる間はいつでも音楽を楽しむことができます。また、産地直送の卵や
アボカドを詰めた朝食タコスから、絶品のマルガリータまで、オーステ
ィンはテクスメクス料理の味にも定評があります。市内で人気のフード
トラック＆フードトレーラーで、お好きな料理を注文してみてください。 
 
宿泊地：テキサス州オースティン

オースティンのマッキーニーフォールズ州立公園

1	時間	17	分／112	キロメートル



テキサス州オースティンからフォートワースへ

オースティンを出発し、フォートワースへ向かいます。テキサス州ダラスから
車で西に 30 分の所に位置するフォートワースは、カーボーイのルーツを
大切にし続けているモダンな都市です。まずは、いつも活気にあふれるス

トックヤード国立歴史地区（Stockyards	National	Historic	District）
に行ってみましょう。カウボーイのブーツやハットを売る西部開拓時代の
店、ライブエンターテイメントを見せるサルーンと呼ばれる酒場、バーベ
キューなどの料理を出すレストランがたくさんあります。国立カウガール
博物館＆殿堂（National	Cowgirl	Museum	and	Hall	of	Fame）を

訪れ、アメリカ西部を作り上げてきた強い女性たちについて学びましょう。
ここには画家のジョージア・オキーフ（Georgia	O’Keefe）、歌手のパッ 
ツィー・クライン（Patsy	Cline）などの女性についての解説や、その作品が
多数展示されています。ダウンタウンのサンダンススクエア（Sundance	
Square）では、35 のブロックにわたって軒を連ねている、ショップ、レスト

ラン、エンターテイメント施設を見て回りましょう。

宿泊地：テキサス州フォートワース

テキサス州サンアントニオ

3	時間	12	分／316	キロメートル

アメリカ旅行のヒントやアイディアが満載の	GoUSA.jp	をご覧ください。


