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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。





ワルシャワとは

• 「北のパリ」「音楽の都」とも言
われる中欧ヨーロッパ、ポーラン
ドの首都ワルシャワ。

• 1980年に世界遺産に登録された
ワルシャワ歴史地区は、実は第二
次世界大戦のドイツ軍の空襲によ
りほぼ壊滅的になった町。

• 古く見える現在の旧市街は、戦後
ポーランド人の努力により過去の
町を絵や写真そして記憶をもとに
復元されたもの。

• 今では、世界遺産になっています。



• 日本でも人気の、ショパンゆ
かりの地。ショパン博物館や
ワジェンキ公園、聖十字架教
会にはショパンの心臓が眠っ
ています。

• メインとなる場所は、世界歴
史に登録されている、旧市街
エリア。旧王宮広場を中心と
して、旧市街広場と新市街広
場があり、歴史的な建物が連
なっています。

• ショパンのベンチが設置され、
ボタンを押すとクラッシック
音楽に詳しくなくても一度は
耳にした事があるショパンの
名曲が流れます。

• お洒落なカフェも多く、街歩
きに疲れたらポーランドス
イーツとカフェをお楽しみく
ださい。

復元された旧市街広場



行き方と日数

• 毎日運航している成田発のカタール航空便を利用するのが普通
ですが、ドーハ乗り継ぎを含めて22時間かかります。

• 最も短時間で行きたいときは、ポーランド航空のワルシャワ行
の直行便11時間を利用します(日にちは限定されます) 。

• 旅行日数は、ワルシャワのみの滞在だったら、最も短くて5日
間です。しかし、8日間のプランがおすすめだそうです。

• 8日間あれば、ワルシャワを含めた2都市滞在が可能になり、さ
らに楽しいご旅行になること間違いなしとのこと。
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旧王宮
ナチスにより徹底的に破壊さ
れ1988年に復元を完了した旧
王宮。

かつては国の行政や文化の中
心地として栄えていた。

王宮内はとても豪華絢爛。22
人の歴代王の肖像画も並び当
時の華やかな生活を垣間見る
ことがでる。

現在は博物館になっておりナ
チスの攻撃を免れた調度品や
美術品が展示されている。



ワルシャワ王宮 - Google マップ 王宮の中庭

https://www.google.com/maps/@52.2477398,21.0147078,3a,75y,16.29h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOh39Eitvi6Z5UTPv0Wll4AhMGwRNhQywEWzcQu!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOh39Eitvi6Z5UTPv0Wll4AhMGwRNhQywEWzcQu%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya8.140825-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


戦後に再現された王宮



きらびやかな装飾で飾られた「旧王
宮」は歴代の王の住居。

大戦中に建物は被害を受けたものの、
価値の高い調度品などは国外に持ち出
されていたおかげで難を逃れることが
でた。

復元作業は1988年に完了し、美しい姿
を取り戻している。

旧王宮前の広場には、クラクフからワ
ルシャワへ首都を遷都したジグムント3
世の碑もある。



ワルシャワ王宮 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2476044,21.0143051,3a,66y,76.28h,90.22t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMj8fTb_DQK8e2ANDmyRrmB_GBGYaktniN3aMJE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMj8fTb_DQK8e2ANDmyRrmB_GBGYaktniN3aMJE%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya347.8168-ro-0-fo100!7i5660!8i2830


ワルシャワ王宮 - Google マップ旧王宮

https://www.google.com/maps/@52.2480989,21.0151082,3a,90y,38.21h,91.03t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMA2dLwR5-nOq_5h3kAcrf3v4fA_MMou0CSrRE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMA2dLwR5-nOq_5h3kAcrf3v4fA_MMou0CSrRE%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya248.97057-ro-0-fo100!7i10000!8i5000


Presidential Palace, Warsaw - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2474987,21.0153646,3a,75y,238.52h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPrvTtHa-9tKyGApHCFSku7jUSV7YZds9nRB8bf!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPrvTtHa-9tKyGApHCFSku7jUSV7YZds9nRB8bf%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya42.883404-ro-0-fo100!7i10752!8i4524


16 クラコフスキエ・プシェドミエシチェ - Google マップ

聖十字架教会

ワルシャワの中心地にあ
る「聖十字架教会」、正
面入り口には十字架を背
負ったキリスト像がある。

遠くからは２つの尖塔、
近くまできたら十字架を
背負ったキリスト像を目
印になる。

教会の近くには、ショパ
ンがポーランドで最後に
住んでいた家もあるそう
だ。

https://www.google.com/maps/@52.2390862,21.017334,3a,75y,219.25h,97.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1snZUuKmpCdYyI3cTjPNvH_A!2e0!7i13312!8i6656


聖十字架教会
• 教会に入って左側、手前の柱の中にある“ショパンの心臓”。遺体はフランス、パリにありますが、

心臓があるのはポーランド、ワルシャワ。

• ヨーロッパでは（聖職者や貴族など）一部の身分の高い人や著名人の遺体と心臓を別葬することが

あったそうで、それを考えると決して不思議なことでもありません。ただ彼の場合、「密かに」と

いうところが他と大きく違うところ。

• 祖国をこよなく愛しながらも、ロシアなど列強の支配下にあった祖国への帰国は叶わず。せめて心

臓だけは祖国に埋葬してほしいというのが、ショパンの生前からの願いでした。彼の最期を看取っ

た姉は、決死の覚悟で“ショパンの心臓”をドレスの下に隠して国境を越えたとか。

• ショパンはその才能だけでなく、祖国愛の象徴としてポーランド人の誇りとなっています。柱に記

されているマタイ伝のフレーズからもそのことが伝わってきます。



聖十字架教会 - Google マップ ショパンの心臓がある柱

https://www.google.com/maps/@52.2388264,21.0171596,3a,90y,254.54h,93.48t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPm1kSS2zim442_QnYzSittxUvNdldFweCuddNU!2e10!3e11!7i13312!8i6656


聖十字架教会 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2386887,21.0167952,3a,75y,323.53h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOzibeW8tkTDFsZomSwYiy20uKvD718h8Voo3rk!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOzibeW8tkTDFsZomSwYiy20uKvD718h8Voo3rk%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya354.17285-ro-0-fo100!7i13312!8i6656


聖十字架教会 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2388273,21.0167235,3a,75y,135.21h,94.11t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNPQV1R4Ny2dOrkU_UXQSg7H9zjR72AOWWXsMks!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNPQV1R4Ny2dOrkU_UXQSg7H9zjR72AOWWXsMks%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya99.931915-ro-0-fo100!7i13312!8i6656


聖十字架教会 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2387004,21.01657,3a,75y,263.61h,97.32t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMf2AtBZimXIUJnQrUby2kiuyz-mtc5qt3R4Taa!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMf2AtBZimXIUJnQrUby2kiuyz-mtc5qt3R4Taa%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya189.58316-ro0-fo100!7i13312!8i6656


ワルシャワ聖ヨハネ大聖堂 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2488815,21.0137216,3a,90y,11.23h,97.35t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMleuBHu9yRr-_ON7aw5mT_xRjqJr6a4uC6Hv4D!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMleuBHu9yRr-_ON7aw5mT_xRjqJr6a4uC6Hv4D%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya64.72581-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


ショパン博物館

ショパンは、小人数での演奏会が好きだったショパンはポーランドの音楽家。
ぜひ訪れてほしい場所はショパン博
物館。
博物館の外観は中世のイメージ。
しかしの内部は現代のテクノロジー
を駆使した見せ方になっている。
もちろんショパンの生い立ちから最
後には本物のデスマスクならぬデス
ハンドまであり、地下の音楽が聴け
るスペースでは、ゆっくりとショパ
ンの音楽を味わうことができる。



ショパン博物館

• ポーランドの首都ワルシャワにある「ショパン博物館」は、ピアノの詩人と呼ば
れた19世紀の音楽家F.ショパンに関するありとあらゆる資料が揃った一大ミュー
ジアム！

• 最新の設備とユニークな演出で紹介されるショパンの作品の数々は、クラシック
音楽ファンだけでなく誰でも楽しめる観光スポットだ。

• ショパン博物館の建物は、真っ白な壁面と赤い屋根が特徴の西洋建築。元々この
建物は、ポーランド･リトアニア共和国の貴族Janusz Ostrogski（ヤヌシュ･オス
トログスキー）が16世紀から17世紀にかけて建てた宮殿で、惜しくも第二次世
界大戦中に焼失してしまったが、1954年に再建された。

• 再建から半世紀以上経つものの、2010年にショパン生誕200周年を記念してリ
ニューアルオープンした事によって、外壁なども真新しく生まれ変わった。

• 地上3階とコンパクトながら、歴史あるバロック建築と新古典主義建築を融合さ
せた白亜の城は美しく、見る者を魅了する。



フレデリック・ショパン博物館 - Google マップ

上の建物にはピアノを弾くショパンの姿とそ
の関係者が描かれた何ともユニークな作品。

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%91%E3%83%B3%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8/@52.2365397,21.0229345,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMPDe1sYsjURdj-uA4v0GuFsKqLgaUA_P4sVKPW!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMPDe1sYsjURdj-uA4v0GuFsKqLgaUA_P4sVKPW%3Dw397-h298-k-no!7i12000!8i9000!4m7!3m6!1s0x471ecc58ac61b529:0x7e0b5787c809b375!8m2!3d52.2365397!4d21.0229345!14m1!1BCgIgAQ


フレデリック・ショパン博物館 - Google マップ
2010年の改装後、ショパン博物館はデ
ジタル技術を駆使したハイテクな博物
館に生まれ変わった場の受付を済ませ
ると、チケットとして渡されるのは一
枚のICカード。これを館内の様々な所
にあるセンサーにかざすと、そこから
ショパンの音楽や映像が流れるという
何ともユニークな仕掛けが多数用意さ
れている。

ショパンに関する資料の充実ぶりは世
界一！7000点ものコレクションの中に
は、ショパンが生前に弾いていたとさ
れるプレイエル製のグランドピアノや
デスマスク、またショパンの手をかた
どった銅像など、ここでしか見られな
い貴重な資料が盛り沢山だ！

また、この博物館では音遊びも充実！
マークの上に乗ると音が鳴り、それを
複数人でやると合奏が出来るアトラク
ションがある等、ショパンの音楽にあ
まり馴染みの無い方でも十分に楽しめ
る施設となっている。

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%91%E3%83%B3%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8/@52.2365693,21.0229685,3a,75y,180h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMFGDaUirdSahj5uymn1NxEsDt4WB6St4Nevae7!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMFGDaUirdSahj5uymn1NxEsDt4WB6St4Nevae7%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya180-ro0-fo100!7i5376!8i2688!4m7!3m6!1s0x471ecc58ac61b529:0x7e0b5787c809b375!8m2!3d52.2365397!4d21.0229345!14m1!1BCgIgARICCAI


ショパン音楽アカデミー - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2356396,21.0225602,3a,75y,115.47h,89.23t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipOt7XEG0clXNyo2MDpacs6j3Sb1l0spdkVNzDVS!2e10!7i7902!8i3951


ショパン像 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2146496,21.0279789,3a,48.5y,259.41h,101.36t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNrLb_QJMVKhVms5-GMF9eTy6i2DkGlxCjCil3t!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNrLb_QJMVKhVms5-GMF9eTy6i2DkGlxCjCil3t%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya142.02618-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


ワジェンキ公園のショパンの像



created by dji camera - Google マップ

バルバカン砦
バルバカンは、16世紀中頃、旧市街を囲む
市壁を強化するために建設された。
旧市街を囲む市壁に付随しているバルバカ
ンは、バロック様式の砦で、馬蹄形をして
いる。
馬蹄形の砦は大変珍しく、ヨーロッパでも
ワルシャワのバルバカンを含め、3つしか
現存していないそうだ。

https://www.google.com/maps/@50.0652778,19.9416667,3a,90y,3.54h,54.84t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNSVGtSlZ-ioaU3ecGB_kUgxY7WGrODl6J4Cuak!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNSVGtSlZ-ioaU3ecGB_kUgxY7WGrODl6J4Cuak%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya354.5618-ro0-fo100!7i7071!8i3536


バルバカン - Google マップ バルバカン砦

https://www.google.com/maps/@50.0652183,19.9415132,3a,75y,337.58h,103.31t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMT1lDzO2z1zC0YliyT5uL_5e3eLfxmIjobuHTU!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMT1lDzO2z1zC0YliyT5uL_5e3eLfxmIjobuHTU%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya227.6206-ro0-fo100!7i8000!8i4000


ポーランドの首都ワルシャワの旧市街地広場
• ワルシャワの歴史地区である。

• 13世紀に城塞都市として建設された旧市街は第二次世界大戦時にナチスにより破
滅的なまでの破壊攻撃を受けた。

• 街は跡形もなく崩れ去り、誰もが復興は無理と思っていたがワルシャワの人々は
決してあきらめなかった。

• 元の建造物に使われていたレンガを使い、建築学の教授ザッファトヴィッチ氏と
その弟子たちが書き留めておいたスケッチを元に建物のヒビまでも再現するとい
う偉業を成し遂げたワルシャワの人々。

• ワルシャワのシンボルである王宮を復興させたことで街と共に歴史も蘇らせるこ
とに成功した。

• 広場には、オープンエアのカフェや、露天画商がずらりと並んでいる。

• 300年以上の歴史があるレストラン「ウ・フキエラ」をはじめ、高級レストラン
も多い。

• 古くから変わらないように見える美しい町並みだが、これらはすべて第2次世界
大戦末期に徹底的に破壊された後、忠実に復元されたものだ。



Old Town Market Square - Google マップ 旧市街市場広場 ここから、街
のほうへ歩けます。

https://www.google.com/maps/@52.2475272,21.0132745,3a,75y,95.82h,88.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1sczdMEr-_SrWdEPsXWvrbJA!2e0!7i13312!8i6656




旧市街市場広場



ワルシャワ, マゾフシェ県 - Google マップ

ここから、旧市街を散歩しましょう。

ワルシャワの中心地にある旧
市場広場は人々の復興への願
いを最も感じることができる
場所。
カラフルで華やかな家々が周
囲を囲み、観光客人気の広場
となっています。
また、広場の中心にはワル
シャワのシンボルである人魚
の像がある。

https://www.google.com/maps/@52.2498774,21.011823,3a,75y,152.09h,88.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGH9PhcrTo3yg0wqprdE2RQ!2e0!7i13312!8i6656


ワジェンキ公園

• 週末のデートやワルシャワ市民の憩いのための場所。

• この公園と宮殿の複合施設は、落ち着いた緑地と絢爛豪華な水上宮殿が有
名です。

• 公園の中心地は、もとは17世紀にスタニスワフ・ヘラクレシュ・ルボミル
スキのために建てられた個人用の浴場でした。

• その後、1772年に正式にプライベート・ガーデンとなり、現在では宮殿、
彫像、パビリオン、カフェ、池とその島にアンフィシアターがあります。

• ワジェンキ公園は、地元のワルシャワっ子がやっているとおりにリラック
スするのに最適な場所です。

• ショパンのモニュメントを鑑賞するもよし、水上宮殿の前でたたずむのも
よし、芝生に横になってポーランドの公園の休日を楽しむもよし。あまり
に快適で、きっと“ずっとここにいたい”と思うにちがいありません。



Ivan Lederer - Google マップ Łazienki Park ワジェンキ公園

https://www.google.com/maps/@52.2142517,21.0358533,3a,75y,195.97h,71.32t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNbrykN0z9kru5Mi3-SwM-8ushp_1wYg4N2Aahb!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNbrykN0z9kru5Mi3-SwM-8ushp_1wYg4N2Aahb%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya325.80975-ro0-fo100!7i10000!8i5000


Łazienki Park - Google マップ ワジェンキ公園

https://www.google.com/maps/@52.2138712,21.0352012,2a,75y,179.29h,95.97t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-tesiwoxGvAx3-phS_3Oig!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D-tesiwoxGvAx3-phS_3Oig%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D223.04932%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


街中に共産主義時代の廃墟が残っている

戦後、ポーランドはソビエト
連邦に占領され1989年、つい
最近までマルクス・レーニン
主義の共産主義社会だった。
戦後のソ連支配下では自由の
きかない暗い時代だた。
今でもソ連時代の寂しい感じ
のする建物が街のあちこちに
ポツンポツンと建っている。
近代に歴史にも触れることの
できるワルシャワはとても魅
力です。



文化科学宮殿

• 文化科学宮殿の建設は1952年に開始され、1955年に完
成した。

• スターリンによって、ソビエト連邦からのポーランド人
民への贈り物としてワルシャワ市内に建設された。

• 文化科学宮殿はソビエト当局によって設計され、ほぼ全
工程に渡ってソビエト連邦から派遣された3500人の労
働者によって建設された。

• 文化科学宮殿の建築様式は、同時期にソ連国内に多数建
設されたスターリン様式（またはスターリン・アンピー
ル、スターリン・ゴシック様式とも）の摩天楼と同様の
デザインである。

• 特に最もデザイン的に類似点が多いとされるのが、モス
クワ大学本館である。しかし、主任設計士であった建築
家レフ・ルドネフは、文化科学宮殿建造に当たり、ポー
ランドの伝統的な建築様式を部分的に取り入れた。

• 記念碑を埋め込んだ壁には、ポーランドの古都クラクフ
とザモシチにあるルネサンス様式の宮殿に範を採った石
柱などが見られる。



文化科学宮殿

John III Sobieski Monument - Google マップ

１９５０年代の
ソビエトゆかりの芸術と
文化のための建物

文化科学宮殿 - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/John+III+Sobieski+Monument/@52.2317808,21.0062156,121m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x471ecd1e6e5e7ee3:0x8c56b6615ca1aa71!2s%C5%81azienki+Park!8m2!3d52.2151532!4d21.0349992!3m4!1s0x471ecd1dc40633e1:0xf6d785663c396ea6!8m2!3d52.2173838!4d21.0354468
https://www.google.com/maps/@52.2318326,21.0059895,3a,90y,208h,95.6t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMg1F6PxIuKs9YKOVhib__Br90L2KITYuBc6CIw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMg1F6PxIuKs9YKOVhib__Br90L2KITYuBc6CIw%3Dw203-h100-k-no-pi14.131894-ya319.46417-ro4.271061-fo100!7i5376!8i2688


Taras Widokowy - Google マップ

文化科学宮殿からの眺め
文化科学宮殿は、高さ237メート
ル、42階立て、尖塔の高さは49
メートルあり、総室数は3288室。

地震の少ない地域のため柔構造
を取る必要がなく当時の技術で
作ることが出来た。
全体の総床面積は2万3000平方
メートルで、その内部には3000
人を収容できる映画館、劇場、
博物館、書店、会議場及び展示
場を擁する。
東欧革命による社会主義体制崩
壊後は、企業のオフィスが多数
入居している。
また、FMラジオ及びテレビ放送
の送受信場としての役割も担っ
ている。

https://www.google.com/maps/@52.2319566,21.0061574,3a,75y,185.12h,67.87t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN2bsWWIWHbps7_oH9sNvuPV3APCZPPcZzriwY4!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN2bsWWIWHbps7_oH9sNvuPV3APCZPPcZzriwY4%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya102.95297-ro-0-fo100!7i5660!8i2830


ヴィラヌフ宮殿 - Google マップ

ヤン3世ソビエスキの夏の宮殿と
して17世紀に建築された。

現存するものは18世紀に拡大され
たもので、イタリア人建築家によ
る建造物。

宮殿には、ヤン3世が集めた家具、
時計、中国陶器、肖像画などの美
術品の数々が残されている。

宮殿を取り囲む庭園もすばらしく、
パリ郊外のヴェルサイユ宮殿にも
似た美しい庭園である。

https://www.google.com/maps/@52.1651737,21.0898417,3a,75y,313.76h,90.58t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMRsmGdYmTQjzO9aXx4AenDpxDQlfrF49wwiAPx!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMRsmGdYmTQjzO9aXx4AenDpxDQlfrF49wwiAPx%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya172.10158-ro-0-fo100!7i5660!8i2830
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%B33%E4%B8%96_(%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E7%8E%8B)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%A6%E5%AE%AE%E6%AE%BF


ヴィラヌフ宮殿 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.1651079,21.090479,3a,75y,124.74h,91.15t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP3OnEXWoDGQQuR9xtpxY-HYDiRp77hBRaJNWZX!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP3OnEXWoDGQQuR9xtpxY-HYDiRp77hBRaJNWZX%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya350.40796-ro-0-fo100!7i12288!8i3968


ヴィラヌフ宮殿 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.1649342,21.0903949,3a,75y,3.37h,85.95t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP9SMVioioyLyTRPvLEPANLa-E1l-LghX58Z_Lf!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP9SMVioioyLyTRPvLEPANLa-E1l-LghX58Z_Lf%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya180.40468-ro0-fo100!7i5660!8i2830


ヴィラヌフ宮殿 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.1648042,21.0901498,3a,75y,341.14h,85.27t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPK2Vj6f_A-_YSE1ebXx9vD_n4OH0GdtFJjaOtU!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPK2Vj6f_A-_YSE1ebXx9vD_n4OH0GdtFJjaOtU%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya77.48299-ro-0-fo100!7i5660!8i2830


ヴィラヌフ宮殿 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.1648013,21.0902826,3a,75y,32.31h,86.55t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNTIWcD5tlWHlA7LxS76_s3MxDf8-_00xFluJi4!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNTIWcD5tlWHlA7LxS76_s3MxDf8-_00xFluJi4%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya29.614706-ro-0-fo100!7i5660!8i2830


ワルシャワ蜂起博物館

• 戦時下のワルシャワで、ドイツ軍による占領からこの街を解放する
ために戦った国内軍の歴史を知ることができる壮大な博物館である。

• 第二次世界大戦中にワルシャワで戦禍により生じた街の被害と失わ
れた人命はあまりに甚大で理解しつくすのは容易ではありませんが、
ワルシャワ蜂起博物館は当時の様子を生き生きとよみがえらせます。

• ワルシャワ蜂起の発端から最終的な鎮圧まで、膨大な展示品がこの
悲劇的な出来事について物語っています。

• ナチス占領下のワルシャワ市民の生活はどのようなものだったのか、
そしてが圧倒的に不利な状況にも関わらず、いかにこの街のために
63 日間戦い続けたのかを知ることができます。

• 最終的にポーランドが降伏すると、ドイツ軍は報復としてワルシャ
ワ市を徹底的に破壊し、生き残った市民を全員強制退去させました。
その多くは二度とこの地を踏むことはなかったのです。



ワルシャワ蜂起博物館



ワルシャワ蜂起博物館 - Google マップワルシャワ蜂起博物館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2323277,20.9813095,2a,75y,65.77h,90.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEbYxy7-46loAAAQ7LvRzCg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@52.23236,20.9810756,2a,75y,206.76h,91.63t/data=!3m6!1e1!3m4!1sS77hO2U9vdRd75M-OL-t3g!2e0!7i16384!8i8192


POLIN Museum of the History of Polish Jews - Google 
マップ

ユダヤ人の歴史博物館

ポーランドには中世から
多くのユダヤ人が住んで
いたが、ここは現代に至
るその1000年のポーラン
ド系ユダヤ人の歴史を展
示した博物館で、2013年
にオープンした。

ユダヤ人やユダヤ教に関
する展示はもちろん、ナ
チスによるユダヤ人迫害
についても詳しく解説し
てある。

https://www.google.com/maps/@52.2493825,20.992924,2a,75y,157.17h,91.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIst2JIPagYcCvlJHaKT-Dw!2e0!7i13312!8i6656


Aleksandra Duda - Google マップ ポヴォンスキ墓地 ポヴォンスキ墓地 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.252668,20.9737213,3a,75y,120.11h,88.64t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP4u9fpA9m9DmKqjel4xYKgUkstdhRNBBbA-Xq2!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP4u9fpA9m9DmKqjel4xYKgUkstdhRNBBbA-Xq2%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya64.68321-ro-0-fo100!7i8192!8i4096
https://www.google.com/maps/@52.2513694,20.9695692,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipMyjgPVcqF6GVCqwryHXHVx9QuCzCDAUgI0L89x!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMyjgPVcqF6GVCqwryHXHVx9QuCzCDAUgI0L89x%3Dw150-h150-k-no-p!7i3000!8i4000


ザヘンタ国立美術館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2392799,21.0116045,3a,75y,347.61h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNHFCyLXd3L8AIvh2VB1AfxM9s3JJgpB4-VpcPS!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNHFCyLXd3L8AIvh2VB1AfxM9s3JJgpB4-VpcPS%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya110.41885-ro-0-fo100!7i13000!8i6500


Holy Trinity Church, Warsaw - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2385301,21.0115225,3a,75y,89.24h,92.25t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM2zdL3TJpXK2ZwA2UbqmcklaeRadg6UeXiwtiT!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM2zdL3TJpXK2ZwA2UbqmcklaeRadg6UeXiwtiT%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya280.19055-ro-0-fo100!7i14000!8i7000


民族博物館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E6%B0%91%E6%97%8F%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8/@52.2383103,21.0120945,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPDtNjwsUyBUTNDXAGmYqSmh4NA7Kn7t3nJkyb0!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPDtNjwsUyBUTNDXAGmYqSmh4NA7Kn7t3nJkyb0%3Dw453-h298-k-no!7i1202!8i789!4m7!3m6!1s0x471ecc6017edcc3d:0xaaaeb5eee9d23535!8m2!3d52.238164!4d21.012111!14m1!1BCgIgAQ


Kawiarnio-Księgarnia Bily Konicek Dania 
Wegetariańskie Organizacja Przyjęć Kameralnych -
ZAMKNIĘTA - Google マップ

民族博物館

https://www.google.com/maps/@52.2382026,21.012115,3a,90y,156.42h,92.63t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPQnLcliLbwFU7EEQis2LWbrV1PnnOvCZVxV8HW!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPQnLcliLbwFU7EEQis2LWbrV1PnnOvCZVxV8HW%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya241.19225-ro-0-fo100!7i13312!8i6656




コペルニクス科学センター - Google マップ

来館者が自分で実験を
行ったり、科学の法則
を発見したりできる
450を超える体験型展
示によって構成されて
いる。

科学センターは、ポー
ランド最大の科学展示
施設であり、ヨーロッ
パにおいても最新のも
のの1つである。

2012年9月25日、セン
ターは200万人目の来
館者を迎えた。

https://www.google.com/maps/@52.2419593,21.0284219,3a,75y,321.68h,86.32t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOcb8uGN4Z0xMR1izVAL2gs25ChC4drtEMMClXE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOcb8uGN4Z0xMR1izVAL2gs25ChC4drtEMMClXE%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya26.931274-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


コペルニクス科学センター - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2420513,21.0284495,2a,75y,160.73h,89.82t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCxMTqLf4yv84Ky38O9rtGQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DCxMTqLf4yv84Ky38O9rtGQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D128.18484%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


ワルシャワ国立美術館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2317148,21.0243643,2a,75y,339.44h,86.77t/data=!3m7!1e1!3m5!1sLnw49Bitfqxnibu0jZ2EVg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DLnw49Bitfqxnibu0jZ2EVg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D26.627132%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


ワルシャワ国立美術館 - ワルシャ - Arrivalguides.com

https://www.arrivalguides.com/ja/Travelguide/WARSAW/doandsee/warusiyawaguo-li-mei-shu-guan-121254


ポーランド
ワルシャワの巻

終わり

２０２１/４/２３（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。

はじめての旅行の前にチェック【ワルシャワ観光ガイド】｜海外旅行のSTW (stworld.jp)

https://stworld.jp/feature/PL/tourism/WAW/

