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ロサンゼルスのおすすめスポット５つ！ 

 

国際交流員 ローラ・リー（アメリカ） 

 

天使の街と呼ばれているロサンゼルス市はアメリカで２番目の人口を持ち、１３０２平方

キロメートルに、２０１７年時点で３９８万人が在住しています。大勢の方々がこの広い

場所に集まり、やはりたくさんの観光客がここを訪ねます。２０１７年には、およそ４８

３０万人の観光客を歓迎しました！もしロサンゼルス市に来られるなら、この５つの場所

をおすすめします。 

 

サンタモニカ・ピア（桟橋） 

１００年以上の歴史を持つこの桟橋はとても賑やか

な空間です。太陽電池板の観覧車に乗ったり、水族館

に遊びに行ったり、ビーチでくつろいだり、サード・

ストリート・プロムナードで買い物したりなど、何歳

でも楽しめる行事があります。 

 

 

フリー・マーケット 

ロサンゼルス市は宝物が詰まっていて、発見されるの

を待っています。フリー・マーケットでは、古美術、

古着、収集品などをリーズナブルな価格で売ってあり

ます。諺にもあるとおり、「ある人にとってのごみは、

別の人にとっては宝」です。 

 

 

ドジャー・スタジアム 

野球ファンは、是非ここでスタジアムのツアーに参加

したり、野球の試合を見てきてください。これは、メ

ジャーリーグでは３番目に古い野球場であり、今でも

まだ野球の試合で使われています。野球派ではない方

には、ステイプルズ・センターという会場があり、た

くさんのバスケの試合とコンサートが行われます。 

 



 

遊園地 

ロサンゼルス市はいくつかの遊園地の発祥地であり

ます。最初のユニバーサル・スタジオ遊園地はハリ

ウッドに位置していて、有名な映画のロケ地があり

ます。ユニバーサルから数キロメートル離れている

場所に、初めてのディズニーランドがあります。デ

ィズニーランドの反対側にはディズニーカリフォル

ニアアドベンチャーパークもあります。 

 

 

ハイキングコース 

大都市でもありながら、ロサンゼルス市にはたくさん

のハイキングコースがあります。美味しい物を食べて

ひと休みしたいとき、ハリウッドサインへのハイキン

グコースに挑戦してみませんか？頂上では、ダウンタ

ウンロサンゼルスの綺麗な景色が見られる上に、たく

さんのカロリーを消化できます。 

 

 

これ以外にも、まだまだたくさんの素晴らしいところがあります。是非次のアメリカ旅行

をカリフォルニア州にして、全ての魅力を体験してみてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Recommended Los Angeles Experiences 

 

Los Angeles, also famously known as the City of Angels, is the second largest populated city in the 

US boasting a population of 3.98 million people as of 2017 in a span of 1,302 km². With this many 

people gathered in such a large space, it’s no wonder that many visitors come here for vacation. In 

2017 alone, Los Angeles welcomed 48.3 million visitors! If you ever come to Los Angeles, here are 

some places I recommend you visiting. 

 

Santa Monica Pier 

The pier is a lively area that has a history of over 100 years. Whether it is riding the solar paneled 

Ferris wheel, visiting the aquarium, lounging at the beach, or shopping at Third Street Promenade, 

this area has activities for all ages to enjoy. 

 

Flea Market 

Los Angeles is filled with treasures waiting to be found. Flea markets feature and sell old antiques, 

clothes, collectibles, and more at reasonable prices. As the saying goes, one man’s trash is another 

man’s treasure. 

 

Dodger Stadium 

For any baseball fans, consider taking a tour of the stadium or watching a baseball game here. This 

is the third oldest ballpark in Major League Baseball and is still used today for various games. Not a 

baseball fan? There is also the Staples Center that is the venue for various basketball games and 

concerts. 

 

Amusement Parks 

Los Angeles is home to many of amusement parks. The first Universal Studios amusement park is 

located in Hollywood where you can be a part of the movie set. A few miles down south are 

Disneyland, the first amusement park by Walt Disney and Disney California Adventure Park.  

 

Hiking 

While Los Angeles is a densely populated city, there are still various hiking trails in the area. If you 

need a rest from eating all the delicious food, head up the trail to the Hollywood sign. At the top, 

you will have a beautiful view of downtown Los Angeles and burn off lots of calories. 

 

These are only a few of the fun attractions in Los Angeles. Make sure to make your next trip to the 

US here and experience all the wonders it has to offer! 


