








































































































































































作者・情報提供者一覧

【作者・情報提供者一覧】

 

表紙写真

目次写真

エッセイ　旅ときどき・・・　本文＆写真

特集インド　中表紙写真

鈴木モト　

男性　静岡県出身。高校時代、陸上でインターハイ出場。ベストタイム10秒84（100M）

美容師免許、管理美容師免許取得。

MIXIコミュニティー、「鈴木の書く世界一周旅行記が好きだ」2800人突破。

http://mixi.jp/view_community.pl?id=3502328

現在、一眼レフカメラ片手に世界を放浪中。

ブログ「地球の迷い方。〜世界放浪編〜」

http://ameblo.jp/roundtheworld200130/

 

「First Step 旅に出よう！」未知なる道　本文

谷川和哉（Kazuya Tanigawa)

自分の知らない世界に触れたくて、初めてカナダに行ったのが高1。国内外問わずウロウロと。多くの街に行くよりは、一つの街

でじっくりと人に触れる旅がしたい。現在は、技術者として腕みがき、翻訳ボランティアをしながら、エネルギー問題の解決方法

を考える日々。誰か一緒にやりましょう。100人100旅；第１、３、５弾執筆者。100人100旅を通して東京、名古屋、京都、熊本

、函館、イタリアで写真展を開催。個人的にも名古屋の旅人と共に写真展を開催する。

Twitter；ponn_kazuya

 

「First Step 旅に出よう！」一歩踏み出す勇気　本文＆写真

船橋証考

銀行を退職後、世界一周を達成。もう一周しようかと思案中。

http://www.facebook.com/masataka.funahashi

http://journeyatw.blog58.fc2.com/

 

「First Step 旅に出よう！」リアルRPGの冒険　本文＆写真

ワールドハッカー

元バックパッカー、現在は職業ハッカー。

ブログ『World Hacks!』にて海外旅行関連の情報を毎日発信しています。

http://bit.ly/WorldHacks

Brali Vol.1からVol.7まで7連続記事掲載。

 

「First Step 旅に出よう！」今日が人生最後の日なら、今日することは自分がしたいことだろうか？　本文＆写真

岡部能直

世界の絶景や世界遺産を中心に約2年間で世界一周。南極大陸を含む七大陸、60カ国以上、150世界遺産以上訪問した経験を活かし

、世界各国の旅コラムを執筆中。

 

私がフィリピン英語留学をする理由　本文＆写真

大谷　浩則　

猪突猛進のトイレットパッカー。現在世界2周目！フィリピン留学からスタート。

旅のPodcast配信しています！

Podcast:ウィーリーのバックパッカーラジオ　世界一周アワー

http://tabitabi-podcast.com/sekai1/

Blog:ウィーリー　海外放浪×地球一周×フィリピン留学　〜実況！旅人アワー〜

http://mixi.jp/view_community.pl?id=3502328
http://ameblo.jp/roundtheworld200130/
http://www.facebook.com/masataka.funahashi
http://journeyatw.blog58.fc2.com/
http://bit.ly/WorldHacks
http://tabitabi-podcast.com/sekai1/
http://ameblo.jp/hero23/


Blog:ウィーリー　海外放浪×地球一周×フィリピン留学　〜実況！旅人アワー〜

http://ameblo.jp/hero23/

Twitter:@taniwheelie

 

Brali　Biz　「旅」×「ビジネス」　本文＆写真　　

たびえもん

http://tabiiku.org/tabiemon.html

メルマガ　http://melma.com/backnumber_185626/

たびえもんの創業理念は「旅育」です。旅には好奇心や挑戦心を育てるチカラがあります。国際交流や異文化理解を育むチカラが

あります。 未来を担う若い世代に旅のチカラを伝えることで、世の中を元気にします！

木舟　周作（きふね　しゅうさく）

株式会社たびえもん代表取締役。

総合旅行業務取扱管理者。旅育コンサルタント。自転車世界一周達成。

五大陸およそ70ヶ国を訪問の経験と、旅行業のプロの知識を活かし、子連れ旅行＆旅育を推進中。

木舟　雅代（きふね　まさよ）

株式会社たびえもん取締役。

グラフィックデザイナー⇒アジア放浪⇒テキスタイルデザイナーを勤めたあと、

「インドと同じ味のチャイを出してくれるお店ってないな…」

ふとしたつぶやきがきっかけで、カフェ出店となりました。

 

Chibirockの旅はくせもの　本文＆写真

アジア漂流日記　本文＆写真

Chibirock

Sigur RosとBeirut贔屓のメタル好きバックパッカー。チベット越えてインドで太って台湾の農家で大豆を選り分けたり。最近結

婚したが放浪やめる気毛頭無し。

http://blog.chibirock.net/

 

HANGOVER in the WORLD　「ウズベキスタンの酒」 本文＆写真

三矢英人

大好きだった世界史の授業に出てくる数多の遺跡・建造物を自分の目で見るため海外へ旅立ち、その魅力にはまる。世界中の遺跡

・建造物・自然・酒・飯を堪能するべくいつかは世界一周、と思いながら日々次の旅への思いを馳せるリーマンパッカー。

Twitter:hideto328

http://twitter.com/hideto328

 

旅人からの伝言　「特集 インド」インド旅行到着初日＊ 本文＆写真

嶋津亮太

Cafe Bar Donnaという店を経営。

劇団PRIMALの主催。

ブログ DONNA THE PRIMAL

http://premadonna.blog108.fc2.com/

 

旅人からの伝言　「特集 インド」体験をもって理解すること 本文＆写真

田中美咲

少しでも多くの人が心からの幸せであれる世界を創りたい。

渋谷で働くバックパッカー、田中美咲です！

▽Keyword：

バックパック旅(221日6大陸12旅26カ国63都市)/瞑想修行(Vipassana)/全米NLP認定コーチ/LABプロファイル資格取得/前世はイン

ドの姫/三軒茶屋シェアハウス

▽blog：

http://ameblo.jp/awesome-misaki/

▽三軒茶屋シェアハウスBLUEHOUSE：

http://tabiiku.org/tabiemon.html
http://melma.com/backnumber_185626/
http://blog.chibirock.net/
http://twitter.com/hideto328
http://premadonna.blog108.fc2.com/
http://ameblo.jp/awesome-misaki/


▽三軒茶屋シェアハウスBLUEHOUSE：

https://www.facebook.com/sharehouse.BlueHouse

 

一本の糸で世界をつなぐチャリの旅　本文＆写真

Connection of the Children

http://coccoccoc.web.fc2.com

田澤儀高

横浜国立大学大学院音楽教育専攻一年。ピアノと自転車旅が大好き。小さい頃からチャリで遠出するのが趣味。将来は学校の先生

になって音楽の素晴らしさを子どもに伝えたい。そしてユーラシア横断の旅で感じてきたことも。

加藤功甫

横浜国立大学大学院一年休学中。保健体育科専攻。出会いに感謝し、日々邁進中！つながるって楽しい！！自転車旅/ボルダリ

ング/生花/写真/読書/料理…

 

自炊派の手料理　本文＆写真

谷津 達観(やつ たっかん)

料理一筋！懐石料理で腕を磨き、中華料理店の店長を経て、世界一周の旅に！

現在、夫婦で旅に出て９ヶ月。一年の予定で現地の食材や料理を学びながら旅をしています。食べるのも、作るのも大好き！

「家から徒歩１年☆たっかんとじんみ２人世界一周」

http://ameblo.jp/worldjourney2010/

 

エッセイたびたべ　本文＆写真

沢井ブルース

旅する武術家　空手では国際大会優勝経験アリ

現在は東南アジアを中心に放浪及び武者修行中

ヘタクソな文章ではありますが、気楽に読んでもらってBraliの中の「箸休め」的な存在になれたらなーと思ってます

人生、酒と泪と旅と武術　梵我一如　覚有情

 

 

【Brali　Photo(誌上写真展出展者一覧)】

AKIYOSHI　YAMASHITA

世界屈指の人見知り。大学を休学して世界を放浪。休学１年目は、オーストラリアでワーホリ。２年目は世界一周！！

大学を２年休学中。。。。。。。。将来と髪型が不安定です。

ブログ　http://ameblo.jp/akiyoshiyama/

 

yukykote

中学、高校と東南アジアで育ち、旅が好きになったのは日本に帰国後、大学3年になった夏。東南アジア、中東、ヨーロッパと

周り、旅の楽しさに目覚めた。まだ知らない世界へこれからどんどん行ってみたいと思う。

 

夏目ひらら

別冊マーガレット系列で漫画を執筆。19才の時にドイツへ行って以来すっかりカルチャーショックフェチに。

単行本『後輩Aの告白』で、巻末にカンボジアで不良僧侶に出会った時のことを漫画にしています。ブログ『ヒララゴト』

 

Takumi　Camera

「俺はこのままでいいのか？」と、突発的に会社を辞めて旅に出ました。

行先は世界の屋根、ネパール。

人の優しさ、酷い現実や、神々の世界、いろんなものが落っこちているネパールに

感動して、今を生きる力をもらいました。

 

兼清俊太郎 (@kanekitter)

高等遊民大学4年生。3年前は年間100冊読書＋書評、一昨年はロンドンで8ヶ月間の語学留学、去年は8ヶ月間のアジア11カ国83都市

の一人旅。これらの経験を生かして大学生、進学予定の高校生に向けた文章を執筆中。

 

https://www.facebook.com/sharehouse.BlueHouse
http://coccoccoc.web.fc2.com/
http://ameblo.jp/worldjourney2010/
http://ameblo.jp/akiyoshiyama/


 

YUSUKE

『海と山とカメラが好きなB型の元薬剤師。世界の絶景を求め、2010.10.10より旅に出る。北中南米→アフリカ→現在、ヨーロッ

パ周遊中！

Blog：「FreeFlowLife」http://ameblo.jp/solitary-cloud-el-mar/

Facebookページ：http://www.facebook.com/FreeFlowLife』

 

船橋証考

銀行を退職後、世界一周を達成。もう一周しようかと思案中。

http://www.facebook.com/masataka.funahashi

http://journeyatw.blog58.fc2.com/

 

ワールドハッカー

元バックパッカー、現在は職業ハッカー。

ブログ『World Hacks!』にて海外旅行関連の情報を毎日発信しています。

http://bit.ly/WorldHacks

Brali Vol.1からVol.7まで7連続記事掲載。

 

竹田　悠

サラリーマンバックパッカー。連休を使ってアジア、欧州をメインに廻っていました。最近は中東やアフリカ方面へ挑戦中。カメ

ラ暦は約2年。SONYのα55を愛用しています。

 

田中美咲

少しでも多くの人が心からの幸せであれる世界を創りたい。

渋谷で働くバックパッカー、田中美咲です！

▽Keyword：

バックパック旅(221日6大陸12旅26カ国63都市)/瞑想修行(Vipassana)/全米NLP認定コーチ/LABプロファイル資格取得/前世はイン

ドの姫/三軒茶屋シェアハウス

▽blog：

http://ameblo.jp/awesome-misaki/

▽三軒茶屋シェアハウスBLUEHOUSE：

https://www.facebook.com/sharehouse.BlueHouse

 

鈴木モト　

男性　静岡県出身。高校時代、陸上でインターハイ出場。ベストタイム10秒84（100M）

美容師免許、管理美容師免許取得。

MIXIコミュニティー、「鈴木の書く世界一周旅行記が好きだ」2800人突破。

http://mixi.jp/view_community.pl?id=3502328

現在、一眼レフカメラ片手に世界を放浪中。

ブログ「地球の迷い方。〜世界放浪編〜」

http://ameblo.jp/roundtheworld200130/

 

 

【協力】

向井通浩　

JAPAN BACKPACKERS LINK 代表・運営管理者 。「ハニートラップ研究所」所長。タイマッサージ依存症。ホワイト餃子。バッ

クパッカー新聞編集長。

http://backpackers-link.com

http://www.mag2.com/m/0001521550.html

 

小田奉路

海外起業家's EGG主宰

http://ameblo.jp/solitary-cloud-el-mar/
http://www.facebook.com/FreeFlowLife%E3%80%8F
http://www.facebook.com/masataka.funahashi
http://journeyatw.blog58.fc2.com/
http://bit.ly/WorldHacks
http://ameblo.jp/awesome-misaki/
https://www.facebook.com/sharehouse.BlueHouse
http://mixi.jp/view_community.pl?id=3502328
http://ameblo.jp/roundtheworld200130/
http://backpackers-link.com/
http://www.mag2.com/m/0001521550.html


海外起業家's EGG主宰

http://worldsegg.com/

http://archive.mag2.com/0001295311/index.html

 

【広告】

カオサン東京ゲストハウス

http://www.khaosan-tokyo.com/ja/

 

Maison D'hote Amande chez noriko

http://amandecheznoriko.web.fc2.com/

http://worldsegg.com/
http://archive.mag2.com/0001295311/index.html
http://www.khaosan-tokyo.com/ja/
http://amandecheznoriko.web.fc2.com/


編集後記

編集後記 Fisterra

読者の皆さんはもとより、記事を投稿情報を投稿写真を投稿いただいた皆さんのお陰でBraliも一

周年を迎えることができました。本当にありがとうございます。

Braliもヨチヨチ歩きから少しは成長したかと自負しております。

今後も皆さんが旅で得た経験などを表現しシェアするメディアとしてお役に立ちたいと思って

ます。今後共応援お願いします。

よりお役に立てるよう、サイトを立ち上げる準備もしています。

こちらも楽しんでただけますよう鋭意製作中です。

Brali Bizからセミナーを始める企画も準備中です。

「旅、インバウンド、アウトバウンド、海外」等のキーワードで独立や週末起業や副業など検討

の方向けに、その方面の識者や経験者などを講師に迎え、セミナーを企画してます。

皆さんのご感想などもお待ちしてます。ちょっとしたメモ程度でもかまいませんので、感じたこ

と気づいたことなどお送りください。

bralimagazine@gmail.com



次号予告（２０１２年８月２５日発行予定）

次号予告（２０１２年８月２５日発行予定）

■テーマ「大沈没」

■Brali Biz 「旅」×「ビジネス」

■旅で使えるデジタルアプリ

■HANGOVER in the WORLD　

■Chibirockの旅はくせもの

■旅人からの伝言 「特集　コーカサス」

■エッセイ旅トキドキ・・・

■トホホな話

■一本の糸で世界をつなぐチャリの旅

■自炊派の手料理

■エッセイたびたべ

■アジア漂流日記

■旅先の変な日本語

■海外ボランティア体験談



記事と情報および写真の募集要項

記事と情報および写真の募集要項

次回のBraliの発行予定は８月２５日です。

下記の記事や情報をお気軽にお寄せください。ご応募いただきました中から厳選させていただき

ます。

★記事および情報

■テーマ「大沈没」沈没したことあり余すか？長期旅行者にありがちな一箇所の街や宿に長めに

留まるいわゆる沈没。なぜ沈没したか、なぜその街、宿だったのか、そして何をして何を思っ

たか。色んな沈没をお待ちしてます。

→１５００字から２０００字程度

■旅で使えるデジタルアプリ　→旅で役に立ったアプリを教えてください。

■HANGOVER in the WORLD　→旅先での酒や酒場にまつわるショートコラムをお待ちしてます

。

■旅人からの伝言 特集 コーカサス 
→１５００字から２０００字程度

■変な日本語→海外でよく目にする「変な日本語」。写真とどこで撮影したかを教えて下さい。

■海外支援団体などの団体さん、活動PRや支援募集などBraliに無料掲載いたします。取り組みな

どのPRなどにご利用ください。

■海外ボランティアツアーや海外青年協力隊参加などの体験談を大募集しています。旅行では体

験できないことや、秘話などをお待ちしてます。

★写真

■Brali表紙用写真　

コーカサスで撮影された写真を募集します。

記事投稿および投稿に関するご質問はメールにてお願いします。

bralimagazine@gmail.com

投稿フォーム

http://bralimagazine.blogspot.jp/2011/11/blog-post.html

http://bralimagazine.blogspot.jp/2011/11/blog-post.html


奥付

奥付

Brali
●公式サイト

http://brali.net
●公式ブログ

http://bralimagazine.blogspot.com/
●Facebookページ

http://www.facebook.com/Bralimagazine
●mixiページ

http://p.mixi.jp/brali
●twitter
http://twitter.com/2moratorium

編集：くりはらのぶゆき

発行：くりはらのぶゆき


