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Vermejo Park Ranch 

                         国際関係学科 IS 戸賀まりえ 

 この写 真 は、私 が毎 日 友 達 の家 に遊 びに行 く時 に通 る
道 で撮 影 したものです。Vermejo Park Ranch に来 る
まで全 く経 験 のなかった「何 もない生 活 」。便 利 なものは
何 もなくても、毎 日 大 自 然 の中 で仲 間 と過 ごす時 間 は素
敵 な宝 物 になります。ゆっくりと流 れる時 のなかで毎 日 小
さな発 見 をして、いつの間 にか都 市 派 から自 然 派 になっ
てしまった、そんな私 をそのまま写 した写 真 です。  
 

インターンシップ先 
  アメリカ合衆国 
  ニューメキシコ州 
 
仕事内容 
  ハウスキーピング 
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仕事について 

ハウスキーピング 
私はこの Vermejo Park Ranch のゲストサービス部門の

ハウスキーピングの部署にて約３ヶ月間働いていました。

仕事内容はヘッドクォーターにあるロッジの掃除とハウス

キーピング、そしてランドリーです。時には標高 4000m 近

くにあるコスティラロッジへ荷物の配達や、ハウスキーピン

グの手伝いをしに行くこともありました。 

豪華なロッジング 
私の職場となるゲストが宿泊するロッジはどれも豪華で、中

には 100 年以上前に建てられた大きな豪邸など歴史ある

ものもあります。上の写真は全てのロッジの中でも も大き

く歴史のあるカサ・グランデ、左の写真はその驚くほど大き

なリビングルームです。ロッジの中には様々な動物の毛皮

や骨董品が飾ってあり、豪華な雰囲気が漂っています。 

同僚について 
私の職場、ハウスキーピングの部署にはペルーやメキシコなど

の中南米出身の人が多く、常にスペイン語が聞こえてきます。

いつも明るく元気で、踊っている。そんなイメージ通りのラテン

人の友人がたくさん出来ました。ここでハウスキーピングの仕

事をするのなら、スペイン語の日常会話くらいは押さえて行っ

た方がいいかもしれません。彼らの国と日本との文化や習慣の

違いについて話すととても面白い話ができます。 
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Vermejo Park Ranch での生活 
小さなコミュニティでの暮らし 
Vermejo Park Ranch はいわば小さなコミュニティ。従業員やそ

の家族はみんな名前を呼び合い助け合って暮らしています。ここ

で働く従業員は 50 人ほどで、そのほとんどがこの敷地内で生活

しています。このコミュニティ内では従業員向けのスポーツの大

会やバーベキューなどの会社が主催するイベントが定期的に催

されており、全米から働きに来ているアメリカ人や海外(主に中南

米)からやって来た同じ外国人とも友達になることができます。 

従業員に提供される部屋 
 従業員には会社からシャワールーム・トイレの付いた部屋(キッチ

ンの付いた部屋もある)を提供されます。一軒家を与えられシェア

ハウスをする従業員たちもいますが、基本的には一人一室、メイン

ロッジの２階、またはバンクハウスと呼ばれる寮の様なところで生活

をすることになります。左の写真は私が滞在中生活していたメイン

ロッジの写真。ここではインターネットも利用でき、部屋は広く景色

もいいです。何よりも人が集まるため安全であることがポイント。 

シェフによって作られる 高の食事 
部屋にキッチンのない従業員には、ゲストに提供されるものと同

じ食事が毎食無料で提供されます。２週間ごとに替わる豊富なメ

ニューの中から、好みや気分に合わせて 高の料理を選ぶこと

ができます。バイソン、エルク、ラム、子牛など、普段日本ではな

かなか食べることの出来ないものも、ここではシェフが腕を振るっ

て料理。ちょっとしたリクエストに応えてくれることもあります。 

 

日本では決して出来ない経験 
Vermejo Park Ranch での生活はあなたの人生において貴重な

経験となるでしょう。想像を超えた大自然のなかで日々発見するこ

と、自然に学ぶことがたくさんあります。ここで多くの人と出会い、共

に生活し、そこから学び、考えさせられることはあなたの価値観・未

来を変える、人生のターニングポイントとなるかもしれません。 
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   Vermejo Park Ranch 

     I was working at Vermejo Park Ranch this summer for an internship. It is a 2,500㎢ 
guest ranch located in Northeast New Mexico, and the elevation ranges from 1,950m 
to 3950m. Guests can enjoy the beauty of the wilderness of the ranch and can 
experience outdoor activities such as fishing and hunting. I will focus on these two 
outdoor activities the ranch provides to introduce this beautiful Vermejo Park Ranch. 
 
    The ranch provides stream fishing as well as lake fishing during its fishing season 
that runs from late May to mid-September. There are 21 lakes and blue-ribbon 
streams providing rainbow, brown, brook and cutthroat trout. The streams can also 
offer one of the few remaining places inhabited by the Rio Grande cutthroat. 
Fishermen from all over the United States come to visit the ranch to have this 
inspiring fishing experience. Black bears and beavers can often be seen by the guests 
while they are fishing. Hunting at Vermejo Park Ranch would be a great chance to 
feel nature. The guests can hunt elk, deer, bison, antelope, turkey, and bear. They 
will have two choices of hunting methods; archery hunting and rifle hunting. The 
ranch is focusing on the restoration and enhancement of its many diverse ecosystems 
to provide better habitat for all wildlife. You can also see a variety of animals in the 
ranch such as prairie dogs, skunks, horses, and mules. 
 
     Vermejo Park Ranch also provides its employees the opportunities for 
experiencing various outdoor activities such as hiking, fishing, and horseback riding. 
The ranch will provide you with a nice residence with great meals everyday. You will 
have opportunities to see many kinds of wildlife you could never see in Japan. I 
think working at the ranch will be a life-changing experience for all of you even if 
you are not interested in nature tourism. 
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