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アタチュルク廟 アタテュルク廟 - Google マップ
アナトリア文明博物館
アンカラ城 ローマ浴場跡

https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A2%E3%82%BF%E3%83%86%E3%83%A5%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%BB%9F/@39.9333659,32.8509956,3727m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14d34f190a9cea8f:0xd3862ea8248d08a0!8m2!3d39.925054!4d32.8369439


トルコの首都アンカラで見るべき観光スポット｜TapTrip

アンカラ城塞

アナトリア文明博物館

アタチュルク廟

ローマ浴場跡

https://taptrip.jp/7086/


アナトリア文明博物館

•ヒッタイト文明の
品々をはじめとして、
アナトリアの歴史を
まとめて知ることの
できる博物館です。



アナトリア文明博物館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@39.9381822,32.8617536,3a,75y,116.88h,86.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOo46RAibpPciksNxGEPHjd3g6oimWaQa2b6Sos!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOo46RAibpPciksNxGEPHjd3g6oimWaQa2b6Sos%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya228.36725-ro0-fo100!7i5376!8i2688


Anadolu Medeniyetleri Müzesi - Google マップ アナトリア文明博物館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@39.9379377,32.8616178,3a,75y,178.76h,93.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPxXzkrar7E3n8hn6Lhxo-oPSZtpbQZ8yYdjkp5!2e10!7i4096!8i2048
https://www.google.com/maps/@39.9384296,32.8620208,3a,75y,343.44h,93.68t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNXCXt99QW5qZazsB50WcDvi_FZsDt1AzyiIbpp!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNXCXt99QW5qZazsB50WcDvi_FZsDt1AzyiIbpp%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya337.2142-ro-0-fo100!7i9728!8i4194


アタテュルク廟 - Google マップ

トルコの初代大統領である、ムス
タファ・ケマル・アタテュルクが
眠っている廟です。また、ここに
は第2代大統領のイスメト・イノ
ニュのお墓もあります。

https://www.google.com/maps/@39.9250412,32.8372134,3a,75y,225.88h,93.32t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPaxgXBFybAwg2L9jnOwRmu2c-kGGt1WMr4ZeHa!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPaxgXBFybAwg2L9jnOwRmu2c-kGGt1WMr4ZeHa%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya129.126-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


テルマエロマエで有名になったローマの大浴
場、その跡地がここです。カラカラ帝の時代
に作られたとされていますが、残念ながら
残っているのは土台のみ…。案内板があるの
で、はるか昔の大浴場を想像してみるのも楽
しいかもしれません。

ぱっと見は、大きめの石がごろごろ転がって
見えるこの場所に、かつて大浴場がありまし
た。3世紀に作られたのち、500年ほどは使用
されていましたが、火事が原因で廃虚となっ
てしまいました。サウナや娯楽場、お湯を温
める施設もあって、しっかりとした設備の浴
場だったそうです。

ローマの大浴場跡



Roman Baths - Google マップ ローマ浴場跡

https://www.google.com/maps/@39.9461899,32.8527756,3a,71.6y,58.48h,84.29t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMLIH1FUYeZbeTYbg1dBURxKDC-f9gEJjzS-p6v!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMLIH1FUYeZbeTYbg1dBURxKDC-f9gEJjzS-p6v%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya342.21088-ro-0-fo100!7i5660!8i2830


アンカラ城 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@39.9389346,32.8654512,3a,75y,30.61h,82.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPPDuu3DDvcsx-pBwcnrLUdKJED6MmEbPgA-U3V!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPPDuu3DDvcsx-pBwcnrLUdKJED6MmEbPgA-U3V%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya28.232182-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


【動画】湖の底で3000年前の要塞を発
見、トルコ | ナショナルジオグラフィッ
ク日本版サイト (nikkeibp.co.jp)

トルコ東部、イランにも近い位置にあるトルコ最大
の湖ワン湖（ヴァン湖）の底には、何千年も知られる
ことのなかった別の町が隠れていた。
遺跡が見つかったのは、ダイバーたちのチームとワ

ン百年大学の考古学者らが、湖の潜水調査を行ってい
るときだった。

チームは、水中に古代遺跡が存在するという地元の
噂を信じて、調査を行うことにした。ジェイラン氏は
地元メディアに対し、遺跡はほぼ1キロメートルにわ
たって広がっていると話している。3～4メートルほど
の要塞の壁を目視で確認できたという。

ジェイラン氏が撮影した動画には、青い湖を泳ぐ考
古学者たちと、水中でレンガの壁のように積み重ねら
れている大きな石が映っている。要塞の廃墟の構造は、
石を積み上げただけのものから、きれいに敷き詰めら
れた壁までさまざまだ。

チームが目視で判断したかぎりでは、遺跡は3000年
ほど前のものと見られる。おそらく、この地域の鉄器
時代、ウラルトゥ王国の時代に作られたものだろう。

水中に古代遺跡

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/111700447/
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この地域全体はかつて火山灰で
覆われていました。時間が経つ
につれて、大きな息を呑むよう
な妖精の煙突の形になりました。
煙突は、住居、教会、さらには
城として使用されました。初期
のクリスチャンは安全な場所を
探していました。彼らはローマ
人から身を隠すためにカッパド
キアの地下都市に避難し、この
地域で最初のキリスト教の植民
地を設立しました。
上品に改装された洞窟の家をコ
ンドミニアムやホテルとして借
りることもできます。

カッパドキア



サイクリングやその他のアウト
ドアアクティビティ。あなたは
カッパドキアを好きになるで
しょう。ブドウ園と素晴らしい
景色に囲まれたトレイルはたく
さんあります。

もちろん、カッパドキアを鑑賞
する最良の方法は、1000フィー
トからの熱気球です。地球とい
うより火星のように見えます。

最後に、地下都市をお見逃しな
く。ここの雰囲気は魔法のよう
で戸惑いますが、トンネル、教
会、そして3万人を収容するの
に十分なスペースがあります。

カッパドキア

https://turkish.jp/wp-
content/uploads/b0d7ef549d0953767b4
9c30264d60fe1.mp4?_=8





#034 "Cappadocia/Turkey 4K" 
(カッパドキア/トルコ）世界一周
15カ国目 - YouTube

【絶景】とことこトルコ13【気球
の上からカッパドキア】 -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=A4lVI4Z7bTg
https://www.youtube.com/watch?v=hG7kx3S8B78


ギョレメ国立公園
• トルコのカッパドキア地方ネヴシェヒ

ル県にある国立公園である。奇岩群と

古代ローマ時代にギリシア人のキリス

ト教徒によって建設された地下都市が

ある。カッパドキア観光の中心地であ

り、1985年、ユネスコの世界遺産（複

合遺産）に「ギョレメ国立公園とカッ

パドキアの岩石遺跡群」として指定さ

れた。

• ギョルメの岩窟教会。この地域への初

期の移住はキリスト教が伝播した頃の

古代ローマ後期にさかのぼる。史跡の

中にはギョレメのオルタハネ、ドゥム

ス・カディル、ユフス・コックとベジ

ルハネの教会、岩から彫られた家々と

縦抗がある。



ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群

• 1985年に世界遺産に登録。

• 東京都よりも広い敷地の中にはギョレメ野外博物館をはじめ、ラクダ岩や
カイマクル地下都市にウチヒサールの城塞等見どころいっぱい！

• 大昔からの超自然的営みの中で形成された奇岩群が作り出す光景は圧巻

• 気球に乗って、奇岩が立ち並ぶ岩の林を上空から眺める体験はトルコ観光
のハイライト！

• 歴史

• 太古の昔におきた火山の噴火によって噴出した凝灰岩が長い年月浸食され
たことによってできた奇岩群が特徴的なこの地域の歴史は、遡ると紀元前
までその記録の跡を辿ることができる。広大な地下都市は、古代ローマ時
代イスラム教徒の迫害を恐れたキリスト教徒が逃げ込み、岩々を掘りぬく
ことで隠れることのできる居住スペースとして確保したことで形成された
といわれている。



見どころ

• 【ギョレメ野外博物館】ギョレメ谷には30以上の岩窟教会があり、内部に
描かれたフレスコ画などを見学できる博物館として公開。

• 【カイマクル地下都市】カッパドキアに残る地下都市の中でも最大級のも
の。住居だけでなく、学校、協会、厨房やワイナリーまで備えられており、
長期間生活するための設備が整っていた。

• 【ローズバレー】夕日があたると赤く染まることから、ローズバレーと呼
ばれている渓谷。季節や気候によって色を変える奇岩のパノラマは、一生
に一度は見たい絶景！

• 【ピジョンバレー】「鳩の谷」とよばれる渓谷。周囲の岩にあいている小
さな穴は、鳩のための入り口。鮮やかな青が印象的なトルコのお守りが装
飾された「ナザールボンジュウの木」もこのエリアにある。



世界遺産カッパドキア
熱気球朝日鑑賞

熱気球朝日鑑賞ツアー (カッパドキア) | トルコの観光・
オプショナルツアー専門 VELTRA(ベルトラ)

https://www.veltra.com/jp/europe/turkey/ctg/2459:2459/


世界遺産カッパドキア 熱気球朝日鑑賞ツアー 1便確定
プランあり！＜午前／軽食＆シャンパン付き／英語ガイ
ド／カッパドキア発＞の写真一覧 | トルコ（トルコ）旅
行の観光・オプショナルツアー予約 VELTRA (ベルトラ)

https://www.veltra.com/jp/europe/turkey/a/112534/images?display=review


ギョレメ野外博物館
• カッパドキアでは4世紀頃から多く

のキリスト教徒が住むようになった

が、9世紀頃から強まったイスラム

教徒の圧迫から逃れるため、岩を

削った洞窟に教会や修道院を造った

といわれている。

• その中心となった場所がギョレメで、

一帯には350～500もの教会があっ

たそうだが、現在は約30の教会が野

外博物館として公開されている。

• 信徒が描いた鮮やかなフレスコ画は

「カッパドキア様式」といわれる芸

術性の高いもの。

• 代表的な教会はリンゴの教会、バル

バラ教会、ヘビの教会、暗闇の教会、

サンダルの教会など。

ギョレメ野外博物館, ネビシェヒル | エクスペディア
(expedia.co.jp)

https://www.expedia.co.jp/Goreme-Open-Air-Museum-Nevsehir.d6218877.Place-To-Visit?gallery=open&pwaLob=wizard-package-pwa




世界遺産・カッパドキアNO-1「カイマクル
地下都市」トルコ.mpg - YouTube

アラブ人から逃げるために、キリスト教徒
が住んだともいわれている、地下8階にもお
よぶ大規模な地下都市。かつては5000人も
の人が住んだとも言われ、礼拝堂、台所、
寝室、学校の教室などがある

https://www.youtube.com/watch?v=sU-mVRcceuk


【トルコ】世界遺産カッパドキアライブツアー～謎の地
下都市を人気ガイドがご案内～ | HIS オンラインツアー
(his-j.com)

https://www.his-j.com/oe/detail/T31/?area=O8&country=TUR&city=IST&product=IST0177


ローズバレー
夕日の絶景ポイントです。

その名の通りローズピン
クというか赤みがかった
岩肌がうねるように広が
る。

そこが夕日に照らされる
ため燃えるように赤く輝
く絶景が現れる！！

日本で絶対はお目にかか
れない荒涼とした風景は
一見の価値ありだ。



ローズバレー（カッパドキア）その１.MP4 - YouTube

。

動画をご覧ください

https://www.youtube.com/watch?v=AOQQRyzrL-Y


Central Turkey - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=wtnP15YDgB0
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遠くから近づくと、パムッカレは雪の
丘、あるいは氷河のように思うかもし
れませんが、よく見ると、母なる自然
の本当の不思議に気付くでしょう。
炭酸カルシウムが豊富で、プールの床
を綿やトルコのように柔らかくしてい
ます。それは単なる温泉ではなく、地
質学的な驚異です。ミネラル豊富な水
は自然に摂氏36度に加熱されます。古
代から現代まで。世界中の人々がその
癒しと治療効果のためにパムッカレに
やって来ました。ミネラル豊富な水が
あなたの体を癒すなら、牧歌的な景色
はあなたの魂を癒します。白くて無限
の池、澄んだ青い水、そしてヒエロポ
リスの壮大な廃墟はすべて、公共の路
地での体験を魔法のようにします。

パムッカレ



パムッカレの石灰華段丘 ヒエラポリス - Google マップ

白い石灰岩で囲まれた天然温
泉。起伏に富んだ岩の上を歩
くことができる

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%92%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B9/@37.9215313,29.1249563,15.4z/data=!4m5!3m4!1s0x14c7123078143189:0x9401976242555932!8m2!3d37.9266358!4d29.1273821




トルコ
アンカラ、カッパドキア、

バムッカレの巻
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