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作者・情報提供者一覧

【作者・情報提供者一覧】

 

 

テーマ「つながり」　つながり

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://ameblo.jp/hero23/

Twitter:@taniwheelie

 

テーマ「つながり」　再開

HANGOVER in the WORLD「ミャンマーの酒」

三矢英人

将来の夢は世界一周と言い続け早１０年、『深夜特急』の沢木さんが言う旅の適齢

期が到来し気が気でない毎日を送っているリーマンパッカー。世界中の遺跡、旧

市街、酒を追い求め今日も次の旅に思いを馳せています。Twitter:hideto328

 

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

 

旅先の変な日本語

http://tabitabi-podcast.com/sekai1/
http://ameblo.jp/hero23/
http://twitter.com/taniwheelie
http://twitter.com/hideto328
http://twitter.com/ponn_kazuya


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をしています。

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.12まで12連続記事掲載・写真提供。

http://ameblo.jp/roundtheworld200130/

 

旅人からの伝言　特集　アメリカ「アメリカ アメリカ舐めんなよ！」

長谷川正吾

2011年7月より夫婦ふたりで世界一周スタート、途中3ヶ月の一時帰国期間も含

めて、2013年3月末に西回りでの一周を達成して帰国。

たびたびブログ：http://sgyk.exblog.jp/

 

 

 

 

 

旅人からの伝言　特集　アメリカ 中表紙写真

naobackpacker

2012年5月から世界一周中。http://t.co/mnYd2QC5 東回りでのんびり周ります。 旅

人手帳中の人。 カナダ、アメリカ、メキシコ、タイ、ネパール、韓国、中国、

チベット、インド、カンボジアをウロウロ… 単独行登山好き。加藤文太郎リスペ

クトw 映画、韓流、写真、廃墟属性もあり

http://twitter.com/nao_backpacker

 

エッセイ　旅ときどき・・・　本文＆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

http://bit.ly/WorldHacks
http://ameblo.jp/roundtheworld200130/
http://sgyk.exblog.jp/
http://t.co/mnYd2QC5
http://twitter.com/nao_backpacker
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/

 

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

横浜国大大学院保健体育科専攻。ユーラシア大陸を横断後、ロングディスタンスト

ライアスロン世界選手権出場。人のため、地球のために。ワクワクすることを。一

本の糸で世界の子どもをつなぐ旅プロジェクト企画中。

 

一人旅卒業後、ミャンマー留学　本文＆写真

yukkichalk

ビール+鯖+笑い=Happyな東京人。

教師→バリスタ→看板描き→OL後、毎年訪問でハマりすぎたミャンマーに留学中。

http://blog.goo.ne.jp/yukkichalk

 

自炊派の手料理　本文＆写真

谷津 達観(やつ たっかん)

料理の道を歩んでいたが、突然夫婦で４０３日間、３５ヶ国を周る世界一周の

旅に！！

日本に帰ってきたかと思えば今度は仕事で香港在住決定！！

「家から徒歩一年☆たっかんとじんみの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

http://ameblo.jp/roundtheworld200130/
http://coccoccoc.web.fc2.com/
http://blog.goo.ne.jp/yukkichalk
http://ameblo.jp/worldjourney2010/


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

 

旅先の変な日本語

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/

 

 

【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://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://blog.chibirock.net/
http://backpackers-link.com/
http://www.mag2.com/m/0001521550.html
http://worldsegg.com/
http://archive.mag2.com/0001295311/index.html
http://www.khaosan-tokyo.com/ja/
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Instituto Cultural Oaxaca

http://www.icomexico.com/jp/index.php

http://amandecheznoriko.web.fc2.com/
http://www.icomexico.com/jp/index.php


編集後記 Fisterra

【編集後記 Fisterra】

 

サクラが散ったのに、なんだかまだ寒い日がありますね。

さて、次回は２周年なんです。２周年以降はちょっと雰囲気を変えて行きたい。

もう少しマガジンライクにしていきたいと思ってます。そして提案や課題提起もし

ていきたいです。

具体的には「体験する旅」を提案し、「個人旅行のコモディティ化」を課題に取り

上げていきます。

それでは良い旅を。

 

●公式サイト

http://brali.net

◯Brali Job　バックパッカーだって働きたい。帰国後のお仕事探しサイト

http://job.brali.net

◯Brali情報ノート　安宿のリアルでナウな情報ノートをウェブ上でみんなで作っ

てみんなでシェアする

http://note.brali.net

◯旅イベントや旅ブログなど旅に関する新情報や更新情報をビジュアルで告知する

サイト

http://event.brali.net/

 

そして、Facebookページもやってます！ぜひとも「いいね！」してください。

Twitterとは別の情報も掲載してますので。

http://www.facebook.com/Bralimagazine

 
さらには！NAVERまとめで旅に関することもまとめてますので、見てくださいね。

http://matome.naver.jp/mymatome/kurinobu 

 

 

Brali Bizからセミナーを始める企画も準備中です。

http://brali.net/
http://job.brali.net/
http://note.brali.net/
http://event.brali.net/
http://www.facebook.com/Bralimagazine
http://matome.naver.jp/mymatome/kurinobu


「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。

mailto:bralimagazine@gmail.com

http://brali.net/toukou#.USgiYqW-2So

http://brali.net/toukou%23.USgiYqW-2So


次号予告（２０１３年６月２５日発行予定）

次号予告（２０１３年６月２５日発行予定）

 

■テーマ「今から考えます」

■Brali Biz 「旅」×「ビジネス」

■HANGOVER in the WORLD　

■特集　インドネシア

■エッセイ旅トキドキ・・・

■一本の糸で世界をつなぐチャリの旅

■連載ミャンマーレポート「一人旅卒業後、ミャンマー留学」

■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

■個人旅行のコモディティ

■（仮称）体験する旅



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

 

２周年を迎えるため、さらにパワーアップ予定です！

 

次回のBraliの発行予定は２０１３年６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

■特集 インドネシア　→２０００字以内

■テーマ　まだ決まってないので決まったらTwitterやFacebookページでお知らせ

します。

■（仮称）体験する旅　→Braliでは、観るだけや行くだけじゃなく体験する旅を

推奨します。旅で体験したことを写真とともに記事にして送って下さい。例えば

スペインでシェリーの注ぎ方マスター、インドで綿の収穫、モンゴルで羊の乳搾り

、カナダでメイプルシロップ作り、海外日系企業で職業体験などなど。こんな体験

してきたけど、どう？って連絡ください。２０００字以内。

■個人旅行のコモディティ　→なんだかパック旅行でもないのに均一化する個人

旅行。旅人の数だけ旅があるはずなのに、なんだかみんな同じ旅してない？「語学

留学」、「世界一周」、「旅ブログランキング」のいずれかの内容であなたの考え

を記事にしてお送りください。２０００字以内。

 

★写真

■Brali表紙用写真　

特集の地域で撮影された写真を募集します。

 

★随時募集（掲載はいつになるかわかりません）

■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。

■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。

■巻末ショートエッセイ→１０００字以内のテーマは自由の旅に関する短文を募集

します。旅で見たもの、感じたこと、はまったことなど。→１０００字以内

 

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://p.tl/Mi5K

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

http://p.tl/Mi5K
http://bralimagazine.blogspot.jp/2011/11/blog-post.html


奥付

奥付

Brali

●公式サイト

http://brali.net

◯Brali Job　バックパッカーだって働きたい。帰国後のお仕事探しサイト

http://job.brali.net

◯Brali情報ノート　安宿のリアルでナウな情報ノートをウェブ上でみんなで作っ

てみんなでシェアする

http://note.brali.net

◯Brali　Circus　イベントもブログの更新も旅に関することならなんでも拡散

http://event.brali.net

●Facebookページ

http://www.facebook.com/Bralimagazine

●NAVERまとめ

http://matome.naver.jp/mymatome/kurinobu 

●mixiページ

http://p.mixi.jp/brali

●twitter

http://twitter.com/2moratorium

 

 

【Braliの指針】

旅人は、旅をすることにより、その国や地域の人や文化に触れ、体験し、多様な価

値観を知り、違いを理解し、享受することができます。

また旅に出てみることが、日本や居住地などの良し悪しや文化、社会、諸問題を見

つめなおすきっかけになります。

そんな機会と経験を無駄にせず社会に活かす旅人の可能性を信じています。

http://brali.net/
http://job.brali.net/
http://note.brali.net/
http://event.brali.net/
http://www.facebook.com/Bralimagazine
http://matome.naver.jp/mymatome/kurinobu
http://p.mixi.jp/brali
http://twitter.com/2moratorium


旅人を増やし、旅に出る回数を増やし、旅に出る時間を増やすことを目的の一つと

します。

そのためにも旅で得た情報や経験（インプット）を表現（アウトプット）する場と

機会をメディアで提供し経験した人とは共有し、経験してない人へは追体験をして

もらいます。

また旅での経験を社会に活かす（例えば仕事や起業あるいは社会貢献やボランテ

ィアなど）仕組みづくりを行ないBraliも社会に寄与します。

 

編集：くりはらのぶゆき

発行：くりはらのぶゆき

 


