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ポーランド
• ヴィエリチカ岩塩坑、アウシュビッ
ツ強制収容所などに代表される14の
世界遺産が点在するポーランドは、
訪れる街によって様々な顔を持ち、
旅先で色々な体験・経験ができる国
です。

• 発展を続ける首都ワルシャワ、昔か
らの面影を残す歴史都市クラクフ、
小人が住む街ヴロツワフなど個性豊
かな観光地が旅先で待っています。

• 2016年1月からはLOTポーランド航空
が日本から就航し、ますます身近に
なります。グダニスク



クラクフの中心部をなす旧市街は、
1978年に「クラクフ歴史地区」と
してユネスコの世界文化遺産に登録
されて以来、世界的に有名になりま
した。

このため、中央広場周辺は連日国内
や海外からの観光客で溢れ、大変な
混雑ぶり。

クラクフの見どころ、レストラン、
ホテルのほとんどが、この南北
1.4km、東西1kmほどしかない旧市
街地区に集中しているのだから、そ
れも納得です。

おおむね徒歩で観光できるクラクフ
は、日本人にとっても訪れやすい街
といえます。

クラクフ



クラクフはチェコ共和国との国
境に近い南部ポーランドの都市
で、中世に栄えた中心街とユダ
ヤ人街は今も当時の名残を残し
ています。

プランティ公園と中世の城壁に
囲まれた旧市街の中心にあるの
が、広々とした風格のある中央
市場広場です。

この広場にはルネッサンス時代
に取引が活発に行われていた織
物会館や、14 世紀のゴシック様
式の聖マリア教会があります。

クラクフの中心街



ヴァヴェルの竜 - Google マップ 中央市場広場 織物会館

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%81%AE%E7%AB%9C/@50.0618832,19.9332715,336a,35y,95.15h,39.37t/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x471644c0354e18d1:0xb46bb6b576478abf!2z44Od44O844Op44Oz44OJIOOCr-ODqeOCr-ODlQ!3b1!8m2!3d50.0646501!4d19.9449799!3m4!1s0x47165b6deacd4c89:0x899762cc99c87d68!8m2!3d50.0530183!4d19.9335845


中央市場広場、クラクフ - Google マップ

ポーランド南部に位置する“ク

ラクフ”は、「アウシュヴィッ

ツ強制収容所」や「ヴィエリ

チカ岩塩坑」へのアクセスの

為の拠点としてだけでなく、

古くから残る建物が成す美し

い街並みを誇り、世界遺産の

観光都市として栄えています。

Google Mapで、中央広場を歩いてみましょう

https://www.google.com/maps/@50.0609292,19.9371406,3a,75y,308.68h,84.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAj03s4zIVizsPX-H_6JWEw!2e0!7i13312!8i6656


中央市場広場、クラクフ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@50.0614224,19.9379044,3a,38.6y,53.87h,98.76t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_7d0kUpHQRNutmUoHqtivw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D_7d0kUpHQRNutmUoHqtivw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D102.47174%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


中央市場広場、クラクフ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@50.0614224,19.9379044,3a,60y,197.98h,90.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_7d0kUpHQRNutmUoHqtivw!2e0!7i13312!8i6656


ヴァヴェルの竜 - Google マップビスワ川、 ヴァヴェル城の周辺を歩いてみよう

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%81%AE%E7%AB%9C/@50.0531686,19.9328964,509m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x471644c0354e18d1:0xb46bb6b576478abf!2z44Od44O844Op44Oz44OJIOOCr-ODqeOCr-ODlQ!3b1!8m2!3d50.0646501!4d19.9449799!3m4!1s0x47165b6deacd4c89:0x899762cc99c87d68!8m2!3d50.0530183!4d19.9335845


聖マリア聖堂 - Google マップ
1222年に建設されたゴシック様
式の教会で、天を射貫くように
まっすぐ伸びる2本の尖塔が印
象的。その昔モンゴル軍がクラ
クフを襲撃した際に、それにい
ち早く気づいたラッパ手が敵の
襲来を告げるためこの塔から
ラッパを吹き鳴らしました。し
かし、モンゴル兵が放った矢が
ラッパ手の喉を貫き、ラッパ手
は亡くなってしまったのです。

それを悼んで、14世紀から現在
にいたるまで一時間ごとに塔か
らラッパが吹き鳴らされていま
す。「ヘイナウ・マリアツキ」
と呼ばれるこのラッパの音は、
今となってはクラクフを訪れる
人々を中世の世界へといざなっ
てくれる音色。古都クラクフを
象徴する情緒あふれる音色なの
です。

歴史的な街並みが世界遺産に登録され
ているポーランドの古都クラクフ。ク
ラクフ旧市街の心臓部、中央広場にあ
るのが「ポーランドで最も美しい教
会」ともいわれる聖マリア教会です。

https://www.google.com/maps/@50.0616555,19.9396169,3a,75y,274.85h,87.37t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPvwiwwt8a978-SlFUnDU38CYgmyOVsv6s122w1!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPvwiwwt8a978-SlFUnDU38CYgmyOVsv6s122w1%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya222.33852-ro-0-fo100!7i5376!8i2688


聖マリア聖堂 - Google マップ

聖マリア聖堂について

祭壇の彫刻が見どころの
ローマカトリック聖堂。
ゴシック様式の見張り塔
からトランペットの時報
が毎時響き渡る。

“煌びやか”とは違う、何
とも重厚でエレガントな
輝き！何だか青空から夕
焼けに移り変わっていく
コントラストを見ている
様で、引き込まれる様な
感覚を覚える。
金色と水色のマッチング
がこれ程までに美しいと
は…。

聖マリア聖堂の中を見てみましょう

https://www.google.com/maps/@50.0616684,19.9398136,3a,75y,4.37h,91.71t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOotPUnsMRRFscI00muMt1oAs6qGBMcov8pwz2k!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOotPUnsMRRFscI00muMt1oAs6qGBMcov8pwz2k%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya29.005142-ro-0-fo100!7i6912!8i3456


聖マリア聖堂 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@50.0616419,19.9398962,3a,75y,86.64h,91.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipNaV93jmS6DhOxpBGVCIrJAV_p_eGEseMpKYjzw!2e10!7i12000!8i6000


聖マリア聖堂 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@50.0616411,19.9393903,3a,75y,221.48h,110.81t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOiDYbGbTAbRJtEcSPrytGjdePR2pH600obyvpf!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOiDYbGbTAbRJtEcSPrytGjdePR2pH600obyvpf%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya176.79591-ro0-fo100!7i7776!8i3888


織物会館 - Google マップ

観光客でにぎわう中央広

場の一角に長く広がる建

物は、1階は全長約100m

のアーケード街になって

おり、かわいらしい小物

からアクセサリー、鞄な

どの沢山のお土産品・手

工芸品などの露店が所狭

しと並んでいます。

ここで、お気に入りの一

品やお土産を見つけま

しょう！

2階はクラクフ国立美術館、

地下は絵画などの博物館

となっています。

織物会館の中も歩いてみましょう

中央市場広場 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@50.0616006,19.9374017,3a,75y,218.63h,85.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOhtqt4sYLzKz1bE6J83FwlH_o7U7S7gVv1orwe!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOhtqt4sYLzKz1bE6J83FwlH_o7U7S7gVv1orwe%3Dw203-h100-k-no-pi-2.1003768-ya306.0726-ro-5.387891-fo100!7i7200!8i3600
https://www.google.com/maps/@50.0619389,19.9375483,3a,75y,249.11h,81.88t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO2fHlnB15J8D6O8Pi2xvYN59gfz3F_cAKH5axA!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO2fHlnB15J8D6O8Pi2xvYN59gfz3F_cAKH5axA%3Dw203-h100-k-no-pi-2.2455106-ya80.82375-ro-5.5288277-fo100!7i5376!8i2688


織物会館 - Google マップ 伝統的な手工芸品店が立ち並ぶ人気の
市場♪

織物会館はクラクフ旧市街の中心にあ
る中央市場広場の中央にある長さが100
メートルもある細長い大きな建物にあ
ります。

昔、この場所で布地の取引が行われて
いたため、織物会館という名前が付け
られました。

1階には木製のかわいい玩具、琥珀、切
り絵などのクラフト雑貨などのなお土
産物やさんがずらりと並んでいます。
繊細で美しい品物ばかりで、見ている
だけでも楽しめます☆

2階は博物館になっています。織物会館
の周辺にはお洒落なカフェやレストラ
ンもあります！

https://www.google.com/maps/@50.061685,19.937327,3a,75y,359.26h,83.65t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPEXCUzVXuUNwOLSp4DE27Yq0iiO7Gk0MSz9hyq!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPEXCUzVXuUNwOLSp4DE27Yq0iiO7Gk0MSz9hyq%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya328.0449-ro-0-fo100!7i5376!8i2688


聖フランシスコ教会 - Google マップ
13世紀に建てられ
た歴史ある教会。

ステンドグラスが
かなり特徴的なデ
ザイン。

ポーランドを代表
する画家であるヤ
ン・マテイコの弟
子、ヴィスピアン
スキによるものだ
そうです。

内壁にはアール
ヌーヴォーっぽい
お花の模様。
すごく魅力的。

教会の中を見てみよう

https://www.google.com/maps/@50.0591964,19.9359929,3a,75y,169.52h,90.82t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMm4S7wlgnl-EVQ7hgh9tA0MjRR_eSzrSe0ovQc!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMm4S7wlgnl-EVQ7hgh9tA0MjRR_eSzrSe0ovQc%3Dw203-h100-k-no-pi-4.8818674-ya32.408104-ro2.0369627-fo100!7i7200!8i3600


ヴァヴェルの竜 - Google マップ ヴァヴェル城 とその庭

ヴァヴェル城

イタリア・ルネッサンス
風のメイン中庭の周りに
あるさまざまな時代の多
くの建造物で構成されて
おり、ポーランド王国の
歴史を物語る。
ポーランド最大の城の1つ
であるこの城は、中世、
ルネサンス、バロック時
代のほぼすべてのヨー
ロッパの建築様式を表し
ている。
1611年に首都がワルシャ
ワに移るまで王の住居で
あり、最盛期には塔が立
ち並ぶ壮麗な姿だったと
言う

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%81%AE%E7%AB%9C/@50.0517611,19.9363051,329a,35y,39.34t/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x471644c0354e18d1:0xb46bb6b576478abf!2z44Od44O844Op44Oz44OJIOOCr-ODqeOCr-ODlQ!3b1!8m2!3d50.0646501!4d19.9449799!3m4!1s0x47165b6deacd4c89:0x899762cc99c87d68!8m2!3d50.0530183!4d19.9335845


ヴァヴェルの竜 - Google マップ

ヴァヴェル城（ヴァヴェ
ルじょう、ポーランド語: 
[ˈvavɛl]; Zamek Królewski
na Wawelu）は、ポーラ
ンドのマウォポルスカ県
の都市・クラクフ（ポー
ランド王国の旧都、1596
年まで首都だった）の中
心部にあるポーランド王
の宮殿。

ヴァーヴェル城ともいう。
ポーランド王のカジミェ
シュ3世の命により、970
年に建てられた。

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%81%AE%E7%AB%9C/@50.0530338,19.9364515,147a,35y,285.01h,39.42t/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x471644c0354e18d1:0xb46bb6b576478abf!2z44Od44O844Op44Oz44OJIOOCr-ODqeOCr-ODlQ!3b1!8m2!3d50.0646501!4d19.9449799!3m4!1s0x47165b6deacd4c89:0x899762cc99c87d68!8m2!3d50.0530183!4d19.9335845


ヴァヴェル城 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@50.0540903,19.9355123,3a,48.8y,349.83h,103.44t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP75wbkSI_If04Fev4yZO4LAP4PLCfSKMFK2weE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP75wbkSI_If04Fev4yZO4LAP4PLCfSKMFK2weE%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya356.68622-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


クラクフ, マウォポルスカ - Google マップ

ヴァヴェルの竜

竜は、ヴァヴェル城外、ビスワ川側にいる。炎はガスを吹き出しながら着
火する仕組みで、シューッとガスの噴出音がした1,2秒後に炎が数秒間見
える。約3分おきに炎を吹いてくれる。
竜の口元に揺らめく炎は、話のネタになります。

ヴァヴェル城外、ビスワ川の付近を散策できます。

https://www.google.com/maps/@50.0530389,19.9334046,3a,65.5y,102.47h,93.26t/data=!3m6!1e1!3m4!1sts8xQIcytKQ5Yhw6eIWOiA!2e0!7i13312!8i6656


Town Hall Tower - Google マップ

24 中央市場広場、クラクフ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@50.0614877,19.9365202,3a,90y,214.33h,91.24t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPn2_8jP8Ice2FmC0fzigCAkIUYNToIdn7WPpKZ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPn2_8jP8Ice2FmC0fzigCAkIUYNToIdn7WPpKZ%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya111.42414-ro-0-fo100!7i9728!8i3874
https://www.google.com/maps/@50.0611532,19.9360089,3a,75y,38.26h,91.48t/data=!3m7!1e1!3m5!1seJGZJSz8v-Uy0iwoMUbJyg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DeJGZJSz8v-Uy0iwoMUbJyg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D32.26583%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie - Google マップ

https://www.google.com/maps/@50.0561063,19.9371113,3a,75y,45.67h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipMfhBaR-WRNyGZf8u_WI2V8XU2GxeBcoApx7xDG!2e10!7i10000!8i5000


ラコヴィツキ墓地 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@50.0738399,19.9546966,3a,41.7y,85.25h,92.29t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNKKyYKcN54IiqCaX-vJBh2mg7yGDDazt_m1cpg!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNKKyYKcN54IiqCaX-vJBh2mg7yGDDazt_m1cpg%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya79.95472-ro-0-fo100!7i8192!8i4096


カジミェシュ地区(旧ユダヤ人街)
クラクフには、かつて多くのユダヤ人が住んでい
ました。中世の頃、西欧で迫害を受けたユダヤ人
が、宗教的寛容政策をとっていたポーランドに移
り住んできたからです。とりわけユダヤ人が多く
住んでいたのが14世紀ごろに歴史をさかのぼるカ
ジミェシュと呼ばれる地区です。
カジミェシュはプラハのヨゼホフに次いで世界で2
番目に大きく貴重なユダヤ文化遺跡の集合体です。
ここには、いくつかのシナゴーグ（最も古いもの
は15世紀建立）や住宅、そして16世紀来のユダヤ
人墓地があります。
カジミェシュをさらに南下しヴィスワ川を渡った
ところにはポドグージェ（Podgórze）地区があり
ます。ここには戦時中ゲットーが設置されていま
した。戦後、街並はすっかり荒廃してしまってい
たのですが、近年次々と修復が進み、シナゴーグ
（ユダヤ教の寺院）やユダヤ人墓地のほか、ユダ
ヤ人街の昔ながらの店構えを再現した一角や、ユ
ダヤ料理店、ホテルなどが並び、独特の雰囲気を
持つ観光地として甦りました。スピルバーグ監督
の映画「シンドラーのリスト」によって一躍有名
になったシンドラーのエナメル工場があったのも
この地区で、工場は修復され、近い将来博物館と
してオープンする予定です。

12 シフィエンテゴ・バブジンツァ - Google マップ

カジミェシュ地区(旧ユダヤ人街)

https://www.google.com/maps/@50.0499033,19.9472369,3a,60y,101.81h,94.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA53ZCugWP2fIM1KuI9gKHw!2e0!7i13312!8i6656


アウシュヴィッツ強制収容所

20世紀最大の悲劇が起きた地、アウシュヴィッツ。

第二次世界大戦時にナチス・ドイツがポーランドに建設したアウ

シュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所では大量のユダヤ人やポー

ランド人が収容され、過酷な強制労働や虐殺により110万人以上

の人々が命を奪われました。

この地に足を踏み入れれば、当時の過酷な生活と歴史を学ぶこと

ができます。ソ連軍により解放されるまで惨劇が続いたこの跡地

は、二度と繰り返してはならない人類の「負の遺産」として1979

年に世界遺産にも登録されています。

今も残る広大な跡地と博物館を見学できる。



アウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所とは

• 「アウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所」は、第二次世界大戦時にユダヤ人に強制
労働をさせ、最大級の犠牲者を出した収容所です。

• クラクフから50km程離れたオシフィエンチムという街にあり、元々はポーランドの反ナ
チスの活動家などを収容されていましたが、次第にユダヤ人の強制収容所へと変わって
いきました。

• 第二次世界大戦下で、ナチスドイツはユダヤ人の絶滅を最終目標としており、多くのユ
ダヤ人達がここで虐殺されました。

• 1972年に博物館として世界遺産に登録され、日本の原爆ドームと同じように、人類の負
の遺産と言われています。

• 当時の写真や書類などが展示されていたり、収容所に入れられた人々の物が置かれてい
たりと、ショッキングな内容となっておりますが、戦争時に行われた悲劇の歴史を知る
ためにも訪れてみてはいかがでしょうか。

• アウシュビッツ博物館には様々な資料や写真などが展示されており、ビルケナウではユ
ダヤ人達の居住棟や列車の線路などが見学できます。



アウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所 オシフィエンチム - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89+%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A0/@50.0265837,19.2023351,678m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x471694e04f384c31:0x1e1c6b2131976ebd!8m2!3d50.0343982!4d19.2097782


【2020年11月最新】アウシュヴィッツ見学で絶対知って
おきたい情報８つ | ポーランドなび -WITAM!- (witam-
pl.com)

https://witam-pl.com/2016/08/23/blog213/#a16


アウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所 - Wikipedia

ガス室の跡

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%84%EF%BC%9D%E3%83%93%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%83%8A%E3%82%A6%E5%BC%B7%E5%88%B6%E5%8F%8E%E5%AE%B9%E6%89%80#%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%84%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%BC%B7%E5%88%B6%E5%8F%8E%E5%AE%B9%E6%89%80%EF%BC%88%E5%9F%BA%E5%B9%B9%E5%8F%8E%E5%AE%B9%E6%89%80%EF%BC%89


アウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館
- Google マップ

アウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館
- Google マップ

https://www.google.com/maps/@50.0276229,19.2048884,3a,75y,127.85h,96.44t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPPYa7wLw297Ci3oNYW2uHQwQ1YxzYquUgfvv1g!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPPYa7wLw297Ci3oNYW2uHQwQ1YxzYquUgfvv1g%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya227.97272-ro0-fo100!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@50.0274814,19.2033014,3a,75y,235.23h,83.51t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNjvaxryCuJXiy8nj8SP3B9QNAG8Jxa4Mzz_618!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNjvaxryCuJXiy8nj8SP3B9QNAG8Jxa4Mzz_618%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya246.78542-ro0-fo100!7i8704!8i4352


アウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@50.0264411,19.2052164,3a,75y,18.25h,80.28t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMDoR7KL2fh-OrWyLMWlKqr-rZ7t8OcuTkkbbsI!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMDoR7KL2fh-OrWyLMWlKqr-rZ7t8OcuTkkbbsI%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya38.99537-ro-0-fo100!7i7744!8i3872


ヴォロツワフ
• ポーランド西部にある第4の都市で、ドルヌィ・シロンスク県の県都

• 歴史的にシロンスク地方の中心都市で、ポーランドの中でも最も古い都市の

ひとつである。

• 市内にはオｰデル川とその支流が流れ、200以上の橋が架かっている。

• ヴロツワフは歴史上、様々な国（ポーランド王国、オーストリア帝国、ドイ

ツ、ハンガリー、プロイセン、ボヘミア）の一部となっていたが、1945年

（第二次世界大戦後）にポーランド領となった。

• ヴロツワフは、UEFA欧州選手権2012開催都市の一つとなった。

• また、2016年には欧州文化首都となり、2017年にはワールドゲームズ2017

の開催地にもなった。



Frumbo - Google マップ ヴロツワフの中心地

https://www.google.com/maps/place/Frumbo/@51.1048163,17.0347991,641a,35y,39.21t/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x470fe9c2d4b58abf:0xb70956aec205e0f5!2z44Od44O844Op44Oz44OJIOODtOODreODhOODr-ODlQ!3b1!8m2!3d51.1078852!4d17.0385376!3m4!1s0x470fc34ccf333913:0x20e83dd01f0ab7b4!8m2!3d51.1083488!4d17.0404281


ヴロツワフ 東欧の「小人の街」ポーランド・ヴロツワフ観光で
やりたいこと７つ | ミルノテ (millnote.net)

http://millnote.net/travel-europe/poland/wroclaw/wroclaw/


その前にお腹が空いたので、
早速ポーランド名物のポン
チキをいただきます。
ポンチキはポーランド版の
揚げドーナツです。

【Stara Paczkarnia】とい
うお店はヴロツワフのポン
チキ屋さんでは人気なよう
で、大行列ができていまし
た。

ポンチキはポーランド版の揚げドーナツ



小人の街ヴロツワフ。街中にたくさん
の小人がいます。

銅像とはいえとっても小さいので、そ
れなりに目を凝らして探さないと見つ
かりません。

観光名所ではかなりの確率で見つける
ことができます。

小人の街ヴロツワフ



街にゾンビ？





Stare Jatki - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.112169,17.030619,3a,75y,129.02h,90.74t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMPDpzM1-NtbxIuV6YsSKbcflaih17EAZ2Gm7t-!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMPDpzM1-NtbxIuV6YsSKbcflaih17EAZ2Gm7t-%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya278.98816-ro0-fo100!7i5376!8i2688


町の中心部を歩いてみます。
旧市街は淡い色合いの大き
な建物が並び、とても素敵
です。



27 リネク - Google マップ 中央市場広場を歩いてみましょう

https://www.google.com/maps/@51.1097988,17.0331549,3a,49.9y,359.69h,94.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1sSULpni9R5cJ9OURkjQjSnw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DSULpni9R5cJ9OURkjQjSnw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D234.04274%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


2 リネク - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.1106522,17.0307161,3a,75y,152.6h,90.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1o6zscXPW07-rDDy_XHp-w!2e0!7i13312!8i6656


12 リネク - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.1096229,17.0303805,3a,75y,22.66h,79.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPJrivA9Qc363PjZw8WcNow!2e0!7i13312!8i6656


ビエンジェンナ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.111691,17.0322508,3a,75y,323.06h,86.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1sXczBhSr6rOXDvv2Jwvquag!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DXczBhSr6rOXDvv2Jwvquag%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D288.71503%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


東欧らしい景色に会える場所。

オーデル川沿いを歩こう！
旧市街の北側には名門ヴロツワフ大学があり、そ
のすぐ側には美しいオーデル川が流れています。

ここからの風景は素朴な美しさがあり、東欧の風
景を感じられるような場所です。

対岸にはCathedral of St,John the Baptistがそび
えています。



Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.1154897,17.0322076,996m/data=!3m1!1e3


オｰデル川
Wyspa Słodowa - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.116,17.0348771,3a,62.3y,207.26h,86.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUECR9RfxH_1AfDKpXH_fxQ!2e0!7i13312!8i6656


Wyspa Bielarska - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.1136648,17.0413631,2a,75y,98.27h,90.54t/data=!3m7!1e1!3m5!1st6V7jIhtYBIps9dqcN7ZxA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dt6V7jIhtYBIps9dqcN7ZxA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D325.5902%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


この円形の建物の壁360度、絵が描かれています



Church of St.Elizabeth エリザベス教会

教会の階段は螺旋状になっていて、狭
くて段差もそこそこあるので割と大変
です。階段を登り終えて展望台へ出ま
す。

塔と塔を結ぶ橋のような場所から下を
眺められるようになっており、その
「橋」のようになっている感じがなん
となく怖いのです。

その日は風も強く、意気込んで登った
のは良いですが、恐る恐る写真を撮り
すぐに降りてきましたよ。

後から写真で見ると、曇っていますが
ヴロツワフのくすんだ赤茶色の景色が
美しかったです



ヴロツワフのくすんだ赤茶色の景色



聖エルジュビェタ教会 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.111614,17.0303053,3a,75y,108.82h,93.2t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOtfJJyzol71obujdGXsdm2DswIQuiuRGoB3AGW!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOtfJJyzol71obujdGXsdm2DswIQuiuRGoB3AGW%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya317.04004-ro0-fo100!7i7168!8i3584


Klub Na Jatkach - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.1121328,17.0304531,3a,75y,127.19h,91.52t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPk5mMeupEfh7IqNj37x4NgzJpT_4nqY5-WLstA!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPk5mMeupEfh7IqNj37x4NgzJpT_4nqY5-WLstA%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya69.69545-ro-0-fo100!7i13312!8i6656


Art Hotel - Ogródek zimowy - Google マップ
こんなホテルに泊まってみたい

https://www.google.com/maps/@51.112271,17.0298889,3a,75y,164.89h,91.08t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNqhaexHxdDnafcFba0aVKtts8tsmWVhP9AyA_8!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNqhaexHxdDnafcFba0aVKtts8tsmWVhP9AyA_8%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya194.98077-ro-0-fo100!7i6000!8i3000


ミコワヤ・コペルニカ公園 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.1046053,17.0338862,3a,75y,320.11h,89.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOQCTu_esuPpEAbEWnw-GgQ!2e0!7i13312!8i6656


百周年記念ホール - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.1092851,17.0795056,2a,75y,220.46h,90.17t/data=!3m7!1e1!3m5!1sesqBvUFlWN1IweSZkQXlHw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DesqBvUFlWN1IweSZkQXlHw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D35.796497%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


グダニスク
グダニスクは、ポーランドの都市。バ
ルト海南部に面するポモージェ（ポメ
ラニア）地方東部に位置し、グダニス
ク湾を擁するポーランド最大の港湾都
市であり、ポモージェ県の県都である。
第二次世界大戦後に再建された中心街
の中央には、色とりどりのファサード
が並ぶロングマーケットがあり、店や
レストランが軒を連ねています。
近くの広場には、海神のブロンズ像を
しつらえた 17 世紀のネプチューンの噴
水があり、街の象徴的な存在となって
います。
グダニスクは世界的な琥珀産業の中心
でもあり、琥珀製品を取り扱う店が街
のあちこちにあります。



ストンギエブナ - Google マップ ここに船着き場がある。ここから再建された市街地に歩いて行ける。

https://www.google.com/maps/@54.347863,18.6562101,3a,75y,327.29h,86.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1sppz8rCVIi5FvxRyPX-eL9g!2e0!7i13312!8i6656


1 ロングマーケット - Google マップ

https://www.google.com/maps/@54.3484689,18.6531637,3a,75y,100.25h,87.62t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgrUbfh8HvWyaPHhe1jOV0g!2e0!7i13312!8i6656


聖マリア教会 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@54.3498567,18.6531407,3a,75y,88.39h,93.96t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOTon32R7NeKUoVW8btxOST6myBLXsGq9bTYHH6!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOTon32R7NeKUoVW8btxOST6myBLXsGq9bTYHH6%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya133.44223-ro0-fo100!7i8704!8i4352


Pawel Jankowski - Google マップ

https://www.google.com/maps/@54.3502454,18.6444707,3a,90y,45.86h,90.59t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipORaxkIuAuX6hhTTti6DFtmDMqnmcyM8isFsFqp!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipORaxkIuAuX6hhTTti6DFtmDMqnmcyM8isFsFqp%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya8.630525-ro-0-fo100!7i9458!8i4729


ポーランド（第２回）
クラクフ、ヴロツワフ、グダニスクの巻

２０２１/５/２８（金）
インターネット世界旅行

吉岡 芳夫

この資料は、インターネット上の情報を利用して作成しました。

終わり


