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古風で趣きのある	
ニューイングランドの町

マサチューセッツ州ボストンからメイン州ケネバンクポートへ	 	 	 	 1	時間	32	分／144	キロメートル	
メイン州ケネバンクポートからカムデンへ	 	 	 	 2	時間	7	分／174	キロメートル
メイン州カムデンからバーハーバーへ	 	 	 	 1	時間	43	分／124	キロメートル
メイン州バーハーバーからベセルへ	 	 	 	 3	時間	29	分／294	キロメートル
メイン州ベセルからニューハンプシャー州ノースコンウェイへ	 	 	 	 1	時間	2	分／80	キロメートル
ニューハンプシャー州ノースコンウェイからバーモント州ロンドンデリーへ	 	 3	時間	14	分／297	キロメートル
バーモント州ロンドンデリーからマサチューセッツ州ストックブリッジへ	 	 1	時間	45	分／144	キロメートル
マサチューセッツ州ストックブリッジからロードアイランド州プロビデンスへ	 	 2	時間	8	分／200	キロメートル
コネチカット州ミスティックからマサチューセッツ州ケープコッドへ	 	 	 	 2	時間	3	分／195	キロメートル
マサチューセッツ州ケープコッドからボストンへ	 	 	 	 1	時間	15	分／113	キロメートル
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マサチューセッツ州ボストン
ボストンの豊かな歴史と独立戦争におけるその役割についてはよく知られていま
すが、世界的に有名な美術館、多数の大学、充実したショッピングについてはまだ
あまり知られていないのかもしれません。ボストンの市内観光はフリーダムトレイル
（Freedom	Trail）から始めましょう。トレイル沿いにはオールドノース教会（Old	
North	Church）やポール・リビアハウス（Paul	Revere	House）をはじめとする 16 
の史跡があります。午後（または終日）は、ボストン美術館（Museum	of	Fine	Arts）
の膨大なコレクションや科学博物館（Museum	of	Science）の目をみはるような展
示品を観賞しましょう。もう少しアットホームなスポットをお探しなら、イザベラス・ 
チュワート・ガードナー美術館（Isabella	Stewart	Gardner	Museum）やニコラス
ハウス博物館（Nichold	House	Museum）がお勧めです。ツタの絡まるハーバード
大学のキャンパスや周辺のカフェや書店を散策に向かうには、ロングフェロー橋を渡
ってチャールズ川（Charles	River）を越えるか、ケンブリッジ行きの地下鉄「T」を利

用します。買い物好きなら、復元されたブラウンストーン建築の上品なブティックが連
なるバックベイ（Back	Bay）のニューベリーストリート（Newbury	Street）、有名ブ
ランドを扱う 2 階建てショッピングモールのコプリープレイス（Copley	Place）、シ 
ョップや手押し車が 100 店舗以上、レストラン、パブ、屋台が 50 店舗以上も並ぶ有名な 
ファニエルホール市場（Faneuil	Hall	Marketplacee）でショッピングをお楽しみくだ
さい。スポーツファンなら、4 月から 10 月にかけて開催されるボストン・レッド・ソック
ス（Boston	Red	Sox）の野球試合観戦や、アメリカでもっとも歴史深いメジャーリー
グの野球場であるフェンウェイパーク（Fenway	Park）の見学を必ず計画しましょう。
天気がよければボストンコモン（Boston	Common）を散歩して、パブリックガーデン
（Public	Garden）で有名なスワンボートに乗ってのんびり過ごすのもお勧めです。

宿泊地：ボストン

フリーダムトレイル



マサチューセッツ州ボストンから	
メイン州ケネバンクポートへ

美しいニューイングランドの海岸に沿ってマサチューセッツ州を北に向
かいましょう。1692 年のセーラム魔女裁判（Salem	Witch	Trials）と
いう過去の汚点はありますが、セーラムは、豊かな海の恵み、ビクトリ
ア様式の建築、400 年近くにわたる魅力的な歴史のある変化に富ん
だ都市です。2016 年に製作され複数の賞に輝いた同名の映画で有名
になった、マサチューセッツ州のマンチェスター・バイ・ザ・シーの町を
通り抜け、マサチューセッツ州の歴史深いロックポートに向かいます。
ロックポートは、あのアメリカの画家ウィンスロー・ホーマーがこの地
域で 1873 年および 1880 年の夏を過ごして以来、画家たちのインス
ピレーションの源となっています。魅力的なロックポートを探索した
後は、ニューハンプシャー州ポーツマスに向かいます。人々がポーツ
マスに住み始めたのは 1623 年。その豊かな歴史と力強い文化によっ
て魅力的な観光地となっています。ポーツマスは、ニューハンプシャー
州内でも非常に小さな町のひとつ、ニューキャッスルへの入り口でも
あります。フォート・コンスティテューション・ヒストリック・サイト（Fort	
Constitution	Historic	Site）があることでも知られています。砦を
探索した後は、メイン州へ出発します。最初に立ち寄る所はオガン 
キット。アベナキ族が付けたこの町の名前は、「海辺の美しい場所」を
意味します。この魅力的な場所のヴィンテージ感を楽しんだり、古風で
趣のある建物の間を縫って歩いてみたり、海沿いの道マージナルウェ
イ（Marginal	Way）を探索したりしてみましょう。一日の終わりに立
ち寄るのは、メイン州ケネバンクポート。ケネバンク川（Kennebunk	
River）に沿って位置する大西洋沿岸の町です。1600 年代に人々が
定住し始め、昔からの造船所があるケネバンクポートには、かつてこ
の町に住んだ船長たちが建てたすばらしい邸宅があります。邸宅の
いくつかは現在、すてきな宿泊施設となっています。

宿泊地：メイン州ケネバンクポートケネバンクポートのケネバンク川

1	時間	32	分／144	キロメートル



メイン州ケネバンクポートから	
カムデンへ

今日最初に立ち寄る町はオールド・オーチャード・ビー
チです。砂浜が 11 キロメートルにわたって伸び、長さ 
150 メートル以上もあるオールド・オーチャード・ビー
チ・ピア（Old	Orchard	Beach	Pier）が大西洋に向
かって突き出しています。ファンキーなギャラリー、ユ
ニークなお店、多種多様なレストラン、数多くの灯台
がある歴史ある海岸沿いの都市、ポートランドに向
かって北に進みます。灯台は、市を 30 分も運転すれ
ば、基見つけることができるでしょう。その中には、アメ
リカでもっとも多く写真に収められているポートラン
ド・ヘッド・ライト（Portland	Head	Light）もありま
す。ポートランドでは、アート地区（Arts	District）と
オールドポート（Old	Port）の歴史深い地区を探索
するのにたっぷりと時間をとっておきましょう。古風
で趣のあるニューイングランドの小さな家屋や静か
な入り江のあるメイン州の沿岸地域の中ほどでは、

ブリストルのペマクイドポイント灯台（Pemaquid	
Point	Lighthouse）に寄ってみるのをお忘れなく。
灯台はとても美しく、石を重ねた珍しい外観のこの
建造物は、恰好の写真撮影スポットになっています。

「ペノブスコット湾へのゲートウェイ」として知られ
るロックランドは、活気のある典型的な海辺の町で、
ギャラリー、工芸品店、高級レストランがあり、またメ
イン州灯台博物館（Lighthouse	Museum）はす
ばらしいコレクションを擁しています。今日の最後の
目的地は、地元民が「山が海に出会う場所」と呼ぶ
カムデンです。食のメッカ、カムデンには、感じのよい
小さな通り、巨大なスクーナー、地元民のアートギャ
ラリーがあり、泊するのに最適です。

宿泊地：メイン州カムデン

メイン州カムデンから	
バーハーバーへ

ペノブスコット湾の美しい海岸線に沿って、メイン州海岸の
中心にあるリンカンヴィルに向かいます。あまり知られてい
ないこの場所からの湾の眺めには、思わずはっとさせられ
ます。次は、まるで絵のようなブルーヒルの町を訪れて、ゆっ
たりとした魅力的な休暇を楽しみます。歴史的建造物や造船
業で知られるブルーヒルは、アーカディア国立公園（Acadia	
National	Park）への入り口でもあります。今日の最後の目
的地は、マウントデザート島（Mount	Desert	Island）のバー
ハーバーです。エレガントなビクトリア様式の建築を特徴とす
るこの町は、フレンチマン湾（Frenchman	Bay）の青い海と
アーカディア国立公園の森の間にあります。

宿泊地：メイン州バーハーバー

カムデンのメガンティコック湖

2	時間	7	分／174	キロメートル 1	時間	43	分／124	キロメートル



メイン州バーハーバーからベセルへ

内陸を旅行する前に、午前中に時間をとって険しい自然美で知られ 
るアーカディア国立公園を探索してみてください。壮麗な山々やたくさん
の野生動物を見たり、波が立てる嵐のような音を聞くことができるでしょ
う。急な斜面がそびえる岩石だらけの海岸は見ものです。中でもキャデラ
ック山（Cadillac	 Mountain）は標高 465 メートルでアメリカ大西洋沿
岸地域の最高峰です。東に移動するとベセルがあります。人気のあるメイ
ン州の山間集落のひとつで、冬はスキー、夏はハイキングやサイクリング
と、アウトドアアクティビティーが盛んです。徒歩で回れる市内中心部に
は、旅行者のニーズを満たすものがすべてそろっています。

宿泊地：メイン州ベセル

メイン州ベセルから	
ニューハンプシャー州ノー	
スコンウェイへ

時 間 を終 日 確 保して、ニューハンプシャー 州 のホワイト山 地（White	
Mountains）を観光しましょう。まずはゴーラムの町に移動してスリー・リバー
ズ・シーニック・ドライブ（Three	Rivers	Scenice	Drive）のハイウェイ 15 号
線に入り、ワシントン山（Mount	 Washington）とピンカムノッチ（Pinkham	
Notch）と呼ばれる山道を行きます。冒険好きな旅行者なら、ラック式鉄道や
車でワシントン山の頂まで登ることもできます。この山頂は、「世界最悪の天
候」として知られ、気象観測所と博物館、エクストリーム・マウント・ワシントン
（Extreme	 Mount	 Washington）を見学することができます。アウトドア愛

好家なら、氷河、侵食、河川によって創造された美しい自然のランドマークで
あり、つの山脈を分けているピンカムノッチは見逃せません。この機会を利用
して、初心者から上級者まで楽しめるハイキングコースを歩いたり、ゴンドラに 
乗ってワイルドキャット・マウンテン・スキー場（Wildcat	 Mountain	 Ski	
Area）の景色を眺めたりしてくつろぎます。この旅は、マウント・ワシントン・バ
レー（Mt.	Washington	Valley）の中心にあるノースコンウェイの町で終わり
ます。およそ 100 軒にものぼるお店、美術館、地元の工芸品、レストラン、パブ、
ライブエンターテイメントを楽しむことができます。

宿泊地：ノースコンウェイ

メイン州ベセル

3	時間	29	分／294	キロメートル

1	時間	2	分／80	キロメートル



ニューハンプシャー州コンウェイから	
バーモント州ロンドンデリーへ

ノースコンウェイからは、ホワイト山地をさらに探索し、美しいカンカマガスハイ 
ウェイ（Kancamagus	Highway）を進み、途中で通るオールバニー・カバー
ド・ブリッジ（Albany	Covered	Bridge）ではシャッターチャンスをねらいます。
次に、壮大なフランコニアノッチ州立公園（Franconia	Notch	State	Park）
に向かって出発し、道中では車も通れる屋根付きのフルームブリッジ（Flume	
Bridge）に立ち寄ります。州立公園は、数多くのトレイル、ロープウェイ、野生生
物の観察、その他のレクリエーション活動など楽しみが盛りだくさんです。ダート
マス大学（Dartmouth	College）があるニューハンプシャー州ハノーバーを通
り、農村の緑、屋根付きの橋、歴史的建造物などニューイングランドらしい魅力に
あふれるバーモント州ウッドストックに向かいます。最後にグリーン山脈（Green	
Mountains）への玄関口、ロンドンデリーに向かいます。

宿泊地：バーモント州ロンドンデリー

バーモント州ロンドンデリーから	
マサチューセッツ州ストックブリッジへ

今日は、バーモント州にある季節を問わず美しいグリーンマウンテン国立森林
公園（Green	 Mountains	 National	 Forest）を探索します。鮮やかな紅葉の
秋はここでもっとも美しい時期ですが、この地域はアウトドア愛好家にとって一
年中楽しめる場所でもあります。牧歌的な景色の中ルート 7a（Route	7a）沿い
に走り、マンチェスターとベニントンを通るときは美しい屋根付きの橋でちょっ
と止まって写真に収めましょう。マサチューセッツ州ノースアダムズに到着した
ら昼食の時間です。次は、ノーマン・ロックウェル博物館 （Norman	 Rockwell	
Museum）のあるストックブリッジに向かいます。今も人気の続くこのアメリカ
人イラストレーターが描いた原画の膨大なコレクションは、一見の価値があり
ます。

宿泊地：マサチューセッツ州ストックブリッジ

ノースコンウェイのブラックキャップ山

3	時間	14	分／297	キロメートル 1	時間	45	分／144	キロメートル



マサチューセッツ州ストックブリッジから	
コネチカット州ミスティックへ

ストックブリッジから南に向かい、コネチカット州の海岸とウェストポートを目指します。海岸通
りに魅力的な赤レンガ造りの建物が並ぶこの地域から望む景観は、州でも指折りの美しさを誇
り、ピクニックや町の散策に最適です。海岸線をさらに進み、キャサリン・ヘプバーンの家で有名
なオールドセイブルックに立ち寄ったら、キャサリン・ヘップバーン文化芸術センター（Katharine	
Hepburn	Cultural	Arts	Center）を見学してはいかがでしょうか。印象的な建築物や、由緒ある
邸宅やセイブルック防波堤の灯台（Saybrook	Breakwater	LIghthouse）などのすぐれた建物
が数多くあり、昼食をとるのに最適です。その後、豊かな遺産のある魅力あふれる海辺の村、ミステ
ィックに向かいます。元来この地域のもっとも重要な港のひとつであったこの村の歴史は、国内最
大級の海洋博物館のひとつであるミスティックシーポート（Mystic	Seaport）に収められていま
す。数多くのおいしいシーフードレストラン、おしゃれなお店、1988 年製作の映画で有名になったレ
ストラン「ミスティックピザ（Mystic	Pizza）」のあるメインストリートは必ず訪れたいスポットです。

住宿：康涅狄格州，神秘镇

コネチカット州ミスティックから	
マサチューセッツ州ケープコッドへ

ハイウェイ 1 号線に入ったら、砂のビーチで知られるロードアイランド州
ナラガンセット方面に進み、その後海岸沿いのハイウェイ 1a 号線に入
り、ジェームスタウンブリッジ（Jamestown	Bridge）を渡って、かつての
アメリカのお金持ちや有名人のプレイグラウンド、ニューポートを目指し
ます。ニューポートにはぜいたくな魅力が残っていて、金ぴか時代の邸宅
の多くは観光客に公開されています。テニスファンなら、ニューポートの
国際テニス殿堂（International	Tennis	Hall	of	Fame）は必見です。
次は、感じのよいケープコッドまでドライブして、今日の旅は終わります。

宿泊：マサチューセッツ州ケープコッド

マサチューセッツ州ストックブリッジ

2	時間	8	分／200	キロメートル 2	時間	3	分／195	キロメートル



マサチューセッツ州ケープコッドからボストンへ

ケープコッドにある海沿いの町では、何週間いても飽きることはありません。
旅行する前にいろいろ調べて、自分にぴったり合いそうな所を見極めると
よいでしょう。ローアーケープ地区にある楽しくにぎわうファルマスの町、花
で飾られたこぢんまりした家屋が美しいオーリーンズの町、砂丘のビーチ
があるイースタムの町、アウターケープ地区にあるトルーロの町など、さま
ざまなタウンがあります。アウターケープ地区の先端にある LGBT フレンド 
リーで活気あるプロビンスタウンには、個性的なお店、ギャラリー、レストラン、
自然のままのビーチ、観光の花形であるホエール・ウォッチング・ツアーなど
がそろっています。ケープの美しい諸島、マーサズヴィニヤード島（Martha’s	

Vineyard）とナンタケット島（Nantucket）には、フェリーや小型飛行機で行
くことができます。夏はケープコッドの最盛期で、通常期の春と秋はやや静か
になります。 ケープコッドを後にして、居住地と宗教の自由を求めて巡礼者
たちが 1620 年に上陸した「アメリカの故郷」プリマスに向かいます。プリマ
スプランテーション（Plimoth	Plantation）は必見です。アメリカ初期の過
酷な開拓地での生活について知ることのできる興味深くインタラクティブな
博物館です。プリマスを出発してボストンに到着したら、この旅は終了です。

宿泊地：マサチューセッツ州ボストン

マサチューセッツ州ケープコッド

1	時間	15	分／113	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。


