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マリウポリ

• 国際法上ウクライナ東部のドネツィク州にある、アゾフ海に面
した港湾都市

• カルミウス川の河口があり、ウクライナの穀物積出港として栄
えた。近くにクリビイリフ鉄山とドネツ炭田があることから、
工業都市としても発展した。

• 2つの大きな鉄鋼製造企業（イリイチ製鉄所とアゾフスタリ製
鉄所）がある。また、冶金学の大学もある。

• 住民はウクライナ人、ロシア人の他には、ギリシャ系のポント
ス人が2万人を超える。



マリウポリの気候



近年のウクライナ情勢

• 2014年ウクライナ騒乱から続く混乱の中で、ドネツィク州の州都ドネツィクが
分離・独立派に占拠された為、マリウポリは同州の臨時的な州都となったが、そ
の後、クラマトルスクへ移転している。

• ウクライナ軍やウクライナ国家親衛隊と分離独立派による激しい戦闘の舞台と
なっており、多くの市民が犠牲になった。マリウポリの戦いでは、アゾフ大隊の
活躍があり、同大隊の本拠地が置かれている。

• 2015年1月24日の朝、30秒の間に126発のロケット弾が旧ソ連時代からの団地に
撃ち込まれた。子ども2人を含む民間人30人が死亡し、117人が負傷した（マリ
ウポリ砲撃 ）



マリウポリ Google Earth

ひまわり畑

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%9e%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%9d%e3%83%aa/@46.79539471,36.69897482,23.17777671a,0d,56.56333049y,350.84572238h,85.47103087t,0r/data=CigiJgokCaw_YvlIOElAEQ5RrAumN0lAGVM9uWiFgD5AIVKaDUoEfz5AIjAKLEFGMVFpcE1VVUZXMy0tVEZlVTJGUkRJMzFJLTZvZWVBZFVxemYtUE05WmowEAU


Google Earth マリウポリ全景

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%9e%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%9d%e3%83%aa/@47.09439818,37.55239147,57.87133031a,5961.43505048d,35y,-21.40796288h,60.04138605t,360r/data=CnoaUBJKCiUweDQwZTZlNmE3YmVlNzU4MmI6MHhhNWQxMTgzMDBhNzViNWNlGWIuqdpujEdAIeFcwwyNxUJAKg_jg57jg6rjgqbjg53jg6oYASABIiYKJAmmznwXKGs0QBGjznwXKGs0wBk-wu9t7RYWQCEy5ZaGciBYwA


Google Earth マリウポリの製鉄所

https://earth.google.com/web/search/mariupori+/@47.09102526,37.58505895,2.75232181a,603.3460553d,35y,108.7715604h,59.96518958t,0r/data=CigiJgokCeARXl6shUhAEcJRzXDHeUhAGa5wYuC6QUNAIZ1_5Z3-L0NA


マリウポリ - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A6%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A+%E3%80%9287500+%E3%83%89%E3%83%8D%E3%83%84%E3%82%AF+%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%9D%E3%83%AA/@47.1073338,37.5633449,13.38z/data=!4m5!3m4!1s0x40e6e6a7bee7582b:0xa5d118300a75b5ce!8m2!3d47.097133!4d37.543367


マリウポリの中心地
Фонтан на 
Драмтеатре -
Google マップ

https://www.google.com/maps/@47.0957438,37.5502403,3a,75y,96.21h,86.31t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPc-XH8D8PJ4BpgWzAw-iqOO7igw2b2lXem9YIk!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPc-XH8D8PJ4BpgWzAw-iqOO7igw2b2lXem9YIk%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya238.63373-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


Одежда PROFI - Google 
マップ

Epicentr K - Google マップ

Julia Furs - Google マップ

Андрей Чабан - Google マップ

https://www.google.com/maps/@47.0922399,37.5230544,3a,75y,184.92h,84.8t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPnKsQluZrCAYgHhMRaoLSB221wXh7OKZ5JG1ew!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPnKsQluZrCAYgHhMRaoLSB221wXh7OKZ5JG1ew%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya19.374672-ro-0-fo100!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@47.0977249,37.5023041,3a,75y,168.42h,88.5t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPR1wEAym33AH3LE9NoIqWJcWRxnk74TLweOhK8!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPR1wEAym33AH3LE9NoIqWJcWRxnk74TLweOhK8%3Dw203-h100-k-no-pi0.78220415-ya55.910465-ro-0.79886794-fo100!7i5376!8i2688
https://www.google.com/maps/@47.0980146,37.5332449,3a,75y,300.6h,91.2t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMpi2Xqiy7uQ-cE1aYwO5AUj5ubOykgrJVfcAtY!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMpi2Xqiy7uQ-cE1aYwO5AUj5ubOykgrJVfcAtY%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya7.216174-ro-0-fo100!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@47.0965627,37.5465404,3a,75y,324.78h,87.62t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNDgCOZQKiiC_O5qDshnTZrbRgiKmdMc2Z6W0x8!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDgCOZQKiiC_O5qDshnTZrbRgiKmdMc2Z6W0x8%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya332.46075-ro-0-fo100!7i6656!8i2826


Dramteatr - Google マップ

TRIP VR UKRAINE - Google マップ

マリウポリ郷土史博物館 - Google マップ

Владислав Мазан - Google マップ

https://www.google.com/maps/@47.0953899,37.5516866,3a,75y,51.11h,90.51t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPAq2Nhkk4LA1JjyCgzkV3PBcW15aT8YJz_rWAf!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPAq2Nhkk4LA1JjyCgzkV3PBcW15aT8YJz_rWAf%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya159.8558-ro-0-fo100!7i6144!8i3072
https://www.google.com/maps/@47.0943916,37.5570309,3a,75y,290.26h,92.54t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM5Nar3JZa6r6cAslN-wHFb9S7oTbroPYunmwC8!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM5Nar3JZa6r6cAslN-wHFb9S7oTbroPYunmwC8%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya183.87231-ro-0-fo100!7i12000!8i6000
https://www.google.com/maps/place/%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%9D%E3%83%AA%E9%83%B7%E5%9C%9F%E5%8F%B2%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8/@47.0930277,37.5576126,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPTdBohA-3BA8Z4Dzy7wD1UKgYa9TEpOy_qPSxJ!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPTdBohA-3BA8Z4Dzy7wD1UKgYa9TEpOy_qPSxJ%3Dw203-h360-k-no!7i2250!8i4000!4m13!1m7!3m6!1s0x40e6e6a7bee7582b:0xa5d118300a75b5ce!2z44Km44Kv44Op44Kk44OKIOOAkjg3NTAwIOODieODjeODhOOCryDjg57jg6rjgqbjg53jg6o!3b1!8m2!3d47.097133!4d37.543367!3m4!1s0x40e6e45d71b9820f:0xae720ea9ce35d40c!8m2!3d47.0929289!4d37.5575877
https://www.google.com/maps/@47.0930443,37.5625534,3a,75y,77.17h,94.91t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOpUcSpTGvp8ZzjpKQ5s7b3SqNkRoieYYmH4dft!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOpUcSpTGvp8ZzjpKQ5s7b3SqNkRoieYYmH4dft%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya31.519907-ro-0-fo100!7i7168!8i3584


Max Gafovskiy - Google マップ

Tsentralʹnyy Park Kulʹtury I Vidpochynku -
Google マップ

7 - Google マップ

TRIP VR UKRAINE - Google マップ

https://www.google.com/maps/@47.0885257,37.5442408,3a,75y,118.41h,88.62t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOepfPD_HH9i6336B-iAsR06jv1rojV5kd6Z0_j!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOepfPD_HH9i6336B-iAsR06jv1rojV5kd6Z0_j%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya221.28455-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/@47.0804636,37.5223345,3a,75y,264.02h,91.86t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNqMk3jq8V5v2ocOGlgVdfb9yZz_xVq77l6SHKg!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNqMk3jq8V5v2ocOGlgVdfb9yZz_xVq77l6SHKg%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya182.31236-ro-0-fo100!7i4608!8i2304
https://www.google.com/maps/@47.0876548,37.5219191,3a,75y,124.23h,91.33t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOOWxh88EqVYdvNA5wMHjF785ri8KHFmEjHhHEq!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOOWxh88EqVYdvNA5wMHjF785ri8KHFmEjHhHEq%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya123.34-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@47.0995636,37.523223,3a,75y,253.87h,95.77t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMu-Gg2EVm9K3bmPJlA2sjy-7qP70vG66NnwJm6!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMu-Gg2EVm9K3bmPJlA2sjy-7qP70vG66NnwJm6%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya73.20883-ro-0-fo100!7i12000!8i6000


Андрей Чабан - Google マップ TRIP VR UKRAINE - Google マップ

Spartak - Google マップ Драмтеатр - Google マップ

https://www.google.com/maps/@47.1686809,37.590808,3a,75y,347.27h,79.99t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP-svSq3E7JJWqC3OkV0neuuXH3Sy-6eck0RKOn!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP-svSq3E7JJWqC3OkV0neuuXH3Sy-6eck0RKOn%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya343.261-ro-0-fo100!7i6656!8i2800
https://www.google.com/maps/@47.0969151,37.5413507,3a,75y,67.85h,89.78t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNs0jcW5SIyslTpeBS_HjlDldeyEVF8sYxVDUaP!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNs0jcW5SIyslTpeBS_HjlDldeyEVF8sYxVDUaP%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya350.69092-ro-0-fo100!7i12000!8i6000
https://www.google.com/maps/@47.0934026,37.5566339,3a,75y,109.46h,87.1t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNYPU3j9TH7YgSJLeRwSgTyqpnNWw1PRXUfMmiH!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNYPU3j9TH7YgSJLeRwSgTyqpnNWw1PRXUfMmiH%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya75.63753-ro-0-fo100!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@47.0960997,37.5488416,3a,49y,30.64h,66.58t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOL_EQk21J-5-86d7ooSXs9D5PesLNhxfTuoFp5!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOL_EQk21J-5-86d7ooSXs9D5PesLNhxfTuoFp5%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya119.70356-ro-0-fo100!7i8000!8i4000


Mariupol City Council - Google マップ Vintage - Google マップ

Mariupol State Humanitarian 
University - Google マップ

Tsum - Google マップ

https://www.google.com/maps/@47.0971194,37.5399204,3a,75y,36.64h,92.46t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNMfDowCrHhsasuGWQtq6jOb-hk72q7L73rFopL!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNMfDowCrHhsasuGWQtq6jOb-hk72q7L73rFopL%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya335.38657-ro0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/@47.1003042,37.5246418,3a,75y,140.1h,88.97t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipOfWwsW53L7E_6d3YpZ8gZH2m_zUcsq0G5zgajn!2e10!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@47.1021008,37.5256202,3a,75y,292.85h,102.8t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOhlgqfUz0WG40gzTGgP6IZ128rLWJL96LfetXf!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOhlgqfUz0WG40gzTGgP6IZ128rLWJL96LfetXf%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya305.16092-ro-0-fo100!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@47.102435,37.5248267,3a,75y,48.26h,96.57t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOxcSbxdegY7fHjY18o-8iAHAvQXZ-Gz6uzkD30!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOxcSbxdegY7fHjY18o-8iAHAvQXZ-Gz6uzkD30%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya241.6523-ro0-fo100!7i6144!8i3072


Кафе на Георгіївській - Google マップ

Kafe "Batumi" Hruzynsʹka Kukhnya - Google マップ マリウポリ海運商業港 - Google マップ

Pishchanyy - Google マップ

https://www.google.com/maps/@47.0925202,37.5619501,3a,75y,284.9h,87.67t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMn5X1eCbEMpV8CKgXzthBIMtfv4A3DWj6Sp3ec!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMn5X1eCbEMpV8CKgXzthBIMtfv4A3DWj6Sp3ec%3Dw203-h100-k-no-pi-13.729903-ya83.35596-ro-0-fo100!7i6000!8i3000
https://www.google.com/maps/@47.0716134,37.5195202,3a,75y,219.41h,85.08t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMJprWaMytWCrnKQm7tSGWxYFYedD3qNjDh0yD5!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMJprWaMytWCrnKQm7tSGWxYFYedD3qNjDh0yD5%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya77-ro-0-fo100!7i6144!8i3072
https://www.google.com/maps/@47.0421531,37.4982408,3a,75y,193.67h,86.77t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPjoWTjqSQH13rq_yKwemBxtG-WhDGepknXQvis!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPjoWTjqSQH13rq_yKwemBxtG-WhDGepknXQvis%3Dw203-h100-k-no-pi-20-ya163-ro-0-fo100!7i10752!8i4860
https://www.google.com/maps/@47.0430632,37.4931607,3a,75y,74.55h,78.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMaRP_G9CHdZCT8UCleHbqqO4VA5roTCsgzbBDW!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMaRP_G9CHdZCT8UCleHbqqO4VA5roTCsgzbBDW%3Dw203-h100-k-no-pi-10-ya163-ro0-fo100!7i10240!8i5120


Restaurant Prymorskyi - Google マップ Синерджи - Google マップ

https://www.google.com/maps/@47.075397,37.524437,3a,28y,65.29h,88.77t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNYOJqM3IgzK7AEnfnHuPVZTNuhxbaCnAQXpVpf!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNYOJqM3IgzK7AEnfnHuPVZTNuhxbaCnAQXpVpf%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya92.99999-ro-0-fo100!7i8000!8i4000
https://www.google.com/maps/@47.0941028,37.5319139,3a,75y,100.8h,87.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOdm7lZVXcNEk6-zH9lT7VjNrqZWmsg5H-y8CCl!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOdm7lZVXcNEk6-zH9lT7VjNrqZWmsg5H-y8CCl%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya136.52673-ro0-fo100!7i10000!8i5000


Google Earth

最後まで抵抗した
製鉄所

ロシア、マリウポリの製鉄所「完全制圧」…アゾフ大隊
幹部を特殊装甲車で連れ出す : 読売新聞オンライン
(yomiuri.co.jp)

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%9e%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%9d%e3%83%aa/@47.08986644,37.58586046,2.71829318a,953.44939532d,35y,79.83451124h,60.00238454t,0r/data=CnoaUBJKCiUweDQwZTZlNmE3YmVlNzU4MmI6MHhhNWQxMTgzMDBhNzViNWNlGWIuqdpujEdAIeFcwwyNxUJAKg_jg57jg6rjgqbjg53jg6oYASABIiYKJAmmznwXKGs0QBGjznwXKGs0wBk-wu9t7RYWQCEy5ZaGciBYwA
https://www.yomiuri.co.jp/world/20220521-OYT1T50079/




Магазин "Мебель и 
Фурнитура" - Google マップ

Torhova St - Google マップ

マリウポリアゾフ製鉄所の遠景

https://www.google.com/maps/@47.1051276,37.5680065,3a,18.1y,77.8h,92.56t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOxOC2oFZWg5i8WQG4po1ydUAQfG6KUigufdFo9!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOxOC2oFZWg5i8WQG4po1ydUAQfG6KUigufdFo9%3Dw203-h100-k-no-pi-10-ya196-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@47.1049583,37.5651633,3a,81.9y,95.89h,91.43t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMZcQYZT7pQRiSfFcSB1itQh6Vm11Oco7Acrylh!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMZcQYZT7pQRiSfFcSB1itQh6Vm11Oco7Acrylh%3Dw203-h100-k-no-pi-10-ya189-ro0-fo100!7i6144!8i2674


Драмтеатр - Google マップ

https://www.google.com/maps/@47.0960997,37.5488416,3a,49y,30.64h,66.58t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOL_EQk21J-5-86d7ooSXs9D5PesLNhxfTuoFp5!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOL_EQk21J-5-86d7ooSXs9D5PesLNhxfTuoFp5%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya119.70356-ro-0-fo100!7i8000!8i4000


オデーサ
• ウクライナ語で オデーサは、ウクライナ南部、ドニエストル河口から北

に約30km、黒海に面した港湾都市である。

• オデーサ州の州庁所在地で、首都キエフから約443km南に位置する。

• 2021年現在の人口は約101万人、ウクライナで3番目に大きな都市となっ

ている。面積は約160km2。

• オデーサはウクライナ最大の港湾を備えた同国を代表する工業都市である

と共に、リゾート地、文学都市としても知られている。

• 黒海に面するオデーサはロシア帝国の時代より、ロシア帝国と外国の経

済・文化の交流の拠点となっていた。

• 1920年代以降になると数多くの作家がオデーサに現れ、文学が盛んな地

であることから、ユネスコの創造都市の文学部門に認定されている。



歴 史

• ロシア帝国時代

• 1819年にオデーサは自由貿易港に定められ、1823年にノヴォロシア総督の下で自由貿易

港となったオデーサは飛躍的な発展を遂げる。

• ソ連時代

• ソビエト政権の樹立に至るまで、町の建築物の4分の1が破壊された。オデーサはウクラ

イナ共和国オデッサ州の州都になった。第二次世界大戦では、ドイツ・ルーマニア軍が

オデッサを攻撃。ソ連軍は撤退し、ナチス・ドイツ、ルーマニア連合軍の占領下に。地

下の石灰岩の採掘跡を拠点にパルチザン活動が行われた。第二次世界大戦中に280,000に

及ぶ人間が虐殺・連行されたが、犠牲者の多くはユダヤ人だった

• ウクライナ独立後

• 2014年の親ロシア派騒乱では、オデッサでも暴力の伴う衝突が起こっり、親ウクライナ

派と親ロシア派との間で42人の死者が出た。抗議中に4人が殺害され、火炎瓶の投げ合い

によって労働組合庁舎に火がついたことで少なくとも32人の労働組合員が死亡した。

2014年の調査では、オデッサ市民にロシアへの編入を支持する者はいなかった。

• 2021年8月、スターリンによる「大粛清」の犠牲者数千人の遺骨が発見された。



Google Earth オデーサ

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%aa%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%80%81%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a/@46.48959075,30.73801138,25.26881516a,3779.51550136d,35y,-151.18041147h,59.96233862t,0r/data=CigiJgokCVaLtvsMmUdAETRDnzFyiEdAGT4sEdRbz0JAITbL-jhos0JA


Google Earth オデーサ市内

オデーサの港が見える

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%aa%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%80%81%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a/@46.4828979,30.7303768,55.30219742a,0d,60y,184.21892321h,97.57182219t,0r/data=CigiJgokCVaLtvsMmUdAETRDnzFyiEdAGT4sEdRbz0JAITbL-jhos0JAIjAKLEFGMVFpcE1fcWNuOXd6SkJZSm1XTGdjazQyMXQwcHBCT2d6T1JOdVpXMG1uEAU


Google Earth

Google Earth

オデーサ市内

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%aa%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%80%81%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a/@46.47294259,30.7443923,45.85488135a,0d,60y,177.71570621h,87.75397156t,0r/data=CigiJgokCVaLtvsMmUdAETRDnzFyiEdAGT4sEdRbz0JAITbL-jhos0JAIhoKFnNjSk4xZm1DcVlmYkcyMGlQSmNnOVEQAg
https://earth.google.com/web/search/%e3%82%aa%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%80%81%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a/@46.47191783,30.74965158,50.45058332a,0d,60y,254.5818088h,92.2748219t,0r/data=CigiJgokCVaLtvsMmUdAETRDnzFyiEdAGT4sEdRbz0JAITbL-jhos0JAIjAKLEFGMVFpcFBXR2x2cnhSamdTcXM1VG44eGdMN0xkTklXRFozN0JmaHZvLVU2EAU


オデーサ, オデッサ - Google マップ 穀物輸出の港オデーサ

オデーサのトゥルハノフ市長
港はロシア軍に封鎖され、穀物が輸出で
きない状況にある。「ロシアの艦船が黒
海に展開しているので、オデーサが危険
地帯であり、攻撃される可能性がある

https://www.google.com/maps/@46.4898952,30.7449556,3a,75y,291.69h,81.79t/data=!3m7!1e1!3m5!1selxIUUL0ST8u1PVwJ6PJWw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DelxIUUL0ST8u1PVwJ6PJWw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D208.40071%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


オデーサの市庁舎Google Earth

https://earth.google.com/web/@46.48403872,30.74113897,44.80126213a,795.98968547d,35y,93.90671876h,39.82216629t,0r


Google Earth 水平の妻の像 ポチョムキンの階段Google Earth Google Earth オデーサ創設者の像

Google Earth

市内の広場

Google Earth

ゴーリキー公園

https://earth.google.com/web/@46.4918329,30.747956,2.87414671a,0d,60y,42.86782377h,93.83686897t,0r/data=IjAKLEFGMVFpcE1tenpWRW1EVUM4R21SSkNhSzZUM3lLSUdrVFMxWWkyV2EteDdyEAU
https://earth.google.com/web/@46.4883218,30.74155342,28.62195057a,0d,60y,159.35239612h,83.04970199t,0r/data=IjAKLEFGMVFpcE1PQWdXSzdGNGRFY3BBeHVYTXd6eEYwcTE4NlpTVVVrZUpDX24zEAU
https://earth.google.com/web/@46.4871888,30.739378,39.83464217a,0d,60y,298.44279994h,93.90474853t,0r/data=IjAKLEFGMVFpcFBid0lKVE5WN1d2cl9VOFFuR2hBN2hjbjVnbmM1ZzZXeUhqY0lOEAU
https://earth.google.com/web/@46.48897727,30.71808737,40.04730773a,0d,60y,356.45783598h,91.83582259t,0r/data=IhoKFjZZcVM3UnVIYW5wMTVkOGlILUpSV0EQAg
https://earth.google.com/web/@46.42837702,30.71917907,52.99732809a,0d,60y,289.99561605h,79.74604994t,0r/data=IjAKLEFGMVFpcE54Nm5TVzNwcEpMdGdhMTNHSmZCU19wbmkwbFNVNFl3OTFnZVpmEAU


Continental Business Hotel - Google マップ オデーサ

https://www.google.com/maps/@46.4832182,30.743868,3a,75y,8.98h,89.4t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPzLWt64RmflG8h9aaUK5KRck9-VQ1Nx9vp8ijz!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPzLWt64RmflG8h9aaUK5KRck9-VQ1Nx9vp8ijz%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya231.69838-ro0-fo100!7i10000!8i5000


オペラ劇場 ポチョムキンの階段

1887年建てられた劇場で、オデッサのシンボル。
ウィーンの建築家フェルナーとヘルマーの設計
によって1887年に完成した。イタリア・ルネサ
ンス様式とバロック様式が融合した建築物で、
外壁にはプーシキン、ゴーゴリ、グリボエード
フ、グリンカの胸像が飾られている。

最上段の幅は12.5m、最下段の幅は21mと下に向か
うにつれて広くなり、下から見上げると踊り場は
見えず、上から見下ろすと踊り場は見えるが段は
見えない



セベルドネックセベロドネツク - Google マップ
現在（2022/06）ロシア軍が猛攻撃

https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A6%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A+%E3%80%9293408+%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%AF+%E3%82%BB%E3%83%99%E3%83%AD%E3%83%89%E3%83%8D%E3%83%84%E3%82%AF/@48.5400485,37.2127779,7.06z/data=!4m5!3m4!1s0x412010f28264fc17:0xd32c5f3ecb9112c2!8m2!3d48.9481767!4d38.4878774


セヴェロドネツィク

• 人口は2021年推計で約101,135人。

• セヴェロドネツィクにはいくつかの工場と、重要かつ巨大な化
学製造センターで窒素肥料を製造する アゾト化学工場がある。

• 市の約6キロ南のセヴェロドネツィク空港は、2022年6月時点で
は閉鎖されている。

• 人口

• ウクライナ人: 59%、ロシア人: 38.7%、ベラルーシ人: 0.6%、
その他: 1.7%



セベルドネックGoogle Earth

https://earth.google.com/web/@48.94069053,38.49097097,74.64209911a,4202.10024729d,35y,-39.05615612h,67.0323264t,-0r


Google Earth Google Earth

https://earth.google.com/web/@48.9466278,38.4880726,72.82235459a,0d,60y,325.44761271h,91.41925029t,0r/data=IjAKLEFGMVFpcFB5VHdKaVNHeTMxVXgxYi1xZGRHMm1iQzBqZmhNR1JhakJqMVJmEAU
https://earth.google.com/web/@48.9457757,38.4847205,72.0459822a,0d,60y,44.61902038h,86.68041365t,0r/data=IjAKLEFGMVFpcE9yWGVJOGg3MWRTOGRvd3J1TTZURDZFMXEyNmNNSWk5NWFaU0ZQEAU


Google Earth リシチャンシク
セベロドネックの川を挟んだ
西側の街

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%af/@48.92271732,38.41765509,153.3194208a,5178.59142124d,35y,87.9214436h,70.50709229t,0r/data=CigiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClA


Google Earth Google Earth

Google Earth Google Earth

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%af/@48.91752656,38.41300931,193.29141726a,0d,60y,107.7182508h,103.26647305t,0r/data=CigiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClAIjAKLEFGMVFpcE84TGkxTWZqaGhjNFpEVmkzbWhRa1E4RnlEamJYVFdyY0xlcFc1EAU
https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%af/@48.91779381,38.41672115,189.78525936a,0d,60y,305.04060226h,90.24666406t,0r/data=CigiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClAIjAKLEFGMVFpcE5nNlJZWkNVUm5LcGZoWXlyZ0dKbDEtZEdNSGFGdzJrNDQzSDFXEAU
https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%af/@48.9173532,38.4276106,165.63388054a,0d,60y,274.70215631h,94.52911242t,0r/data=CigiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClAIjAKLEFGMVFpcE1mRFJnSGFPS0U4OTh5RGlKdzhOdTFhRUVJZ2QxNGZuV2Q1RThzEAU
https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%af/@48.9162324,38.4147494,193.65197667a,0d,60y,14.98930691h,88.85804921t,0r/data=CigiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClAIjAKLEFGMVFpcE4tOXdkQ0tVOW05YWQwdmszdFV0SHpQR0N5TzVVdUJhU0NoRXAzEAU


セベロドネスクの戦禍





Google Earth リヴィユ ウクライナの西部でポーランドに近い街

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%a6%e3%80%80%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a/@49.84244451,24.03189372,287.37362768a,0d,60y,43.22573937h,105.05317727t,0r/data=CigiJgokCTd2rhuD_klAEWEXfX2PjklAGZAoHOb6ny5AIUZxQWQl7ylAIjAKLEFGMVFpcE16cER0UjNyRmxMLU81b0R5UlZaTU9ZWkU0Vnh6Vm44QXp3UlFlEAU


Google Earth Google Earth

Google Earth Google Earthリヴィユ

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%a6%e3%80%80%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a/@49.84352283,24.0263631,277.75418209a,0d,60y,108.54124898h,92.42457763t,0r/data=CigiJgokCTd2rhuD_klAEWEXfX2PjklAGZAoHOb6ny5AIUZxQWQl7ylAIi8KK0FGMVFpcE0tTC1ZRmVDWXNoZjRycm9vQkV2X2EtZ2VDblVNMEI0akNBcnMQBQ
https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%a6%e3%80%80%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a/@49.84099794,24.02803583,279.27610739a,0d,60y,72.66840041h,80.03107919t,0r/data=CigiJgokCTd2rhuD_klAEWEXfX2PjklAGZAoHOb6ny5AIUZxQWQl7ylAIjAKLEFGMVFpcE5TRVYyVnlpV2h1TWp3X1ZnWmxCb3B3cEYtbjU1aGxfTkhadnNBEAU
https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%a6%e3%80%80%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a/@49.83961997,24.02606852,283.36909665a,0d,60y,27.48728549h,93.51759387t,0r/data=CigiJgokCTd2rhuD_klAEWEXfX2PjklAGZAoHOb6ny5AIUZxQWQl7ylAIhoKFndlM3ZhMjVBeXkwWDk4c1BydnNkQmcQAg
https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%a6%e3%80%80%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a/@49.83860924,24.02101551,294.92170976a,0d,60y,317.47839416h,91.54773592t,0r/data=CigiJgokCTd2rhuD_klAEWEXfX2PjklAGZAoHOb6ny5AIUZxQWQl7ylAIjAKLEFGMVFpcFBNeW5HbTFucFNuYlVDdE9KeHpkNENwcVJ0V3NMMGtFcnI2eDZEEAU


Google Earth

Google Earth Google Earth

Google Earth リヴィユ

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%a6%e3%80%80%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a/@49.8419037,24.0316944,288.10841506a,0d,60y,189.52256564h,52.68779661t,0r/data=CigiJgokCTd2rhuD_klAEWEXfX2PjklAGZAoHOb6ny5AIUZxQWQl7ylAIjAKLEFGMVFpcFB0ekQyU3p4TDZkUGVTVXI0Qk8yOTZuQmhEa0xXV2tZZU9WdmhoEAU
https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%a6%e3%80%80%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a/@49.84336251,24.03062302,286.33492692a,0d,60y,108.17637581h,91.10658681t,0r/data=CigiJgokCTd2rhuD_klAEWEXfX2PjklAGZAoHOb6ny5AIUZxQWQl7ylAIjAKLEFGMVFpcE52YkFuUl85WXIyZXZhcDhBQVVldXMzZHFPMHAwajBTN2FFVUFlEAU
https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%a6%e3%80%80%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a/@49.83568713,24.04159951,293.17831818a,0d,60y,160.48272644h,92.5651521t,0r/data=CigiJgokCTd2rhuD_klAEWEXfX2PjklAGZAoHOb6ny5AIUZxQWQl7ylAIhoKFmlDcGg0Q0c2Y1B0Ti13Y0F6WmYwRHcQAg
https://earth.google.com/web/search/%e3%83%aa%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%a6%e3%80%80%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a/@49.83322269,24.0278943,313.13901787a,0d,60y,311.9432457h,91.47999935t,0r/data=CigiJgokCTd2rhuD_klAEWEXfX2PjklAGZAoHOb6ny5AIUZxQWQl7ylAIjAKLEFGMVFpcFBfUjNUd0xxWWM0eTRGM19QOHpnM0VIR3o5TUZpNDg4UjBaZ1Q3EAU


キーウ

• ウクライナの首都キーウは、

季節感のある美しい風景が楽

しめる都市です。ロシア文化の

影響も受けながらも、ウクラ

イナ正教の教会は絢爛で独特

の光を放っていて、そのデザ

インや歴史に魅了される観光

客も少なくありません。

• キーウといえば世界有数のバ

レエの名門で、正統派のロシ

ア古典を受け継いでいます。

美しい古都ウクライナのキーウに
魅了されるおすすめ観光スポット

1. 聖ソフィア大聖堂
2. キーウ・ペチェールシク大修道院

（キーウ洞窟大修道院）
3. 聖アンドリーイ教会
4. 聖ミハイール修道院
5. ウクライナ国立歌劇場
6. ウクライナ建築民族博物館
7. 黄金の門



キューイ Google Earth

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%82%a6/@50.42550563,30.5025371,133.28814264a,7018.45447565d,35y,62.84157809h,55.4601942t,-0r/data=CigiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClA


Google Earth 黄金の門

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a+%e3%82%ad%e3%82%a8%e3%83%95/@50.44889952,30.51277088,192.92339272a,0d,60y,89.70617294h,96.00676868t,0r/data=CigiJgokCTKC_k5O60hAETawncX_6UhAGRLvOpgXCThAIQn93pswBThAIjAKLEFGMVFpcE9DTmtuaXpkaXYtdmtYNmg0TkN6RFhQQVRUMkVXVzYtMFE5ci1hEAU


Google Earth マリア宮殿

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a+%e3%82%ad%e3%82%a8%e3%83%95/@50.4476988,30.5387248,196.4892618a,0d,60y,317.35217039h,92.59298673t,0r/data=CigiJgokCTKC_k5O60hAETawncX_6UhAGRLvOpgXCThAIQn93pswBThAIjAKLEFGMVFpcE1la1I5YmlvVjJydjJOMllMcXRfbWpDMUhVdVM2U0RCTnp4NkpLEAU


美しい古都ウクライナのキーウに魅了されるおすすめ観
光スポット – skyticket 観光ガイド

https://skyticket.jp/guide/113133


聖ソフィア大聖堂
1037年に、キーウ大公国で最大の
聖堂として建てられた。17世紀に
再建されたが、11世紀から18世紀
にかけて建設されたウクライナの
教会でももっとも重要な教会とい
われている。イスタンブールのア
ヤソフィアにも関係があり、内部
の雰囲気も似ている。

内に入ると、たくさんのモザイク
やフレスコ画が目に入ってくる。
それぞれに歴史がある。聖ソフィ
ア大聖堂は上階に登ることもでき、
キーウの街を一望することもでき
る。



キーウ・ペチェールシク大修道院
（キーウ洞窟大修道院）

大修道院という名前は、ロシア正教会ウク
ライナ支部の総本山であることからきてい
る。巡礼者も数多く訪れている。この修道
院は、1990年にウクライナで初めて世界
遺産登録された。

通称の通り洞窟があり、中には聖人の棺が
収められている。巡礼者は作法としてロウ
ソクを持って拝礼するが、洞窟の中は少し
薄暗いので、観光客もロウソクを購入する
とよいそうだ。

キーウ・ペチェールシク大修道院では、た
くさんのイコン画（宗教画）も販売されて
いる。敷地はたいへん広く、全体を観光す
るのに最低でも2時間はかかるほど！アク
セスはキーウ市内から20分ほどで、大修道
院の周辺にもたくさんの観光スポットが集
まっている。



聖アンドリーイ教会 この教会は、イタリア人の建築家バルト
ロメオ・ラストレッリによって、1747～
54年ごろに建てられた。教会の名前は、
ウクライナに初めてキリスト教を伝えた
とされる、使徒アンドリーイにちなんで
いる。外観のデザインはバロック様式、
内部はロココ様式なのが特徴だ。その
整ったデザインから、キーウの地元の人
たちもオススメの観光スポットになって
いる。

キーウの中心部に位置し、気軽に観光で
きるのも魅力。坂道沿いにはお土産物屋
さんが並んでいるので、雰囲気も賑やか。
また夜になると、教会がライトアップも
行われる。昼間とは違った雰囲気を出し
ている夜の姿も、魅力的だ。



聖ミハイール修道院
ソフィア大聖堂とほとんど向かいあって
建っている聖ミハイール修道院。キーウ
は黄金ドームの町とも呼ばれているが、
この聖ミハイール修道院も、そうした
キーウのシンボルのうちの1つ。

青の壁と黄金の屋根の外観が、遠くから
でも目を引く。かわいらしいデザインの
教会は、まるでおとぎ話にでてくるかの
よう！外観のデザインだけでなく、内部
の装飾もとても丁寧で豪華。細かく丁寧
に描かれた絵画やイコン画、聖具は必見
だ。

何度も取り壊されては修復されている聖
ミハイール修道院は、今でもキーウの人
が利用している教会だ。



ウクライナ国立歌劇場
キーウ観光でバレエ、オペラ、コンサートを
楽しむなら、ここがおすすめ。ウクライナの
バレエや管弦楽団はヨーロッパの中でもレベ
ルが高いと評判がある。日本にも、クリスマ
スや年末の第九の公演のためにキーウのバレ
エ団や管弦楽団が訪れたことがある。

1867年に建設されたウクライナ国立歌劇場は、
ヨーロッパ主要国の歌劇場と比べても遜色の
ない荘厳な雰囲気がある。コンサートやバレ
エになじみのない人でも、キーウ観光に来た
ら立ち寄ってみてはいかが。外観を見るだけ
でも価値がある。

タイミングによっては、オペラの『トゥーラ
ンドット』や『ドン・ジョバンニ』、バレエ
の『ジゼル』や『白鳥の湖』などの有名作品
を公演していることも。公演当日に窓口でチ
ケットを購入することも可能。



ウクライナ建築民族博物館

キーウ市南部、車で30分ほどのホロシーイ
ウ区に、ウクライナ建築民俗博物館がある。
ウクライナの田舎の村といった雰囲気の、
静かな野外博物館です。

ウクライナ建築民俗博物館の敷地は120ヘ
クタールもあり、そこには16世紀以降に建
てられたウクライナの木造建築が移築され
ています。その他に家具、農具などもあり、
まるでタイムスリップしたかのような雰囲
気。

また、ウクライナの民芸品の製作実演も行
われている。キーウの市街地ではなかなか
味わえない、ウクライナの伝統的な文化が
楽しめる。観光におすすめの時期は夏で、
ちょっとした屋台のようなものが出ている
ので、ピクニックも可能。



黄金の門

キーウの旧市街地にある黄金の門は、キー
ウ大公国時代のキーウの中央門。建築され
た当初は門の上に黄金の屋根の教会があっ
たそうだ。黄金の門の名称は、正教会の中
心地であったコンスタンティノープルの門
にちなんだものとされている。

キリスト教正教会にとっても重要な意味を
持っているが、13世紀にはモンゴル軍に
よって破壊されてしまった。さらに18世紀
には、保存のため一時地中に埋められた。
その後は発掘や研究が進み、1982年に当
時の姿を模して再建。多くの観光客が訪れ
るキーウの観光スポットとなっている。

ちなみに、ロシアを代表する作曲家ムソル
グスキーの組曲『展覧会の絵』の最終曲
｢キーウの大門とは、この黄金の門のこと
だそうです。



祖国の母の像



聖ソフィア大聖堂

ウラジーミル通り、広場と展望台を兼ねる塔と大
聖堂がある。中に入って見学してもよし、外観だ
けでもよし、でも行く価値はある。一本の道で繋
がっている黄金ドーム修道院と聖ソフィア大聖堂、
キエフで印象深い所。

独立広場



ソビエト時代の未知の兵士の墓と1941年にキエフの防衛に参加
したソビエト軍人の30人以上の墓と1943年のその解放を訪問。

第二次世界大戦博物館へ向かう途中で、1979 - 1989年のソビエ
ト時代のアフガニスタンでの軍事紛争で死んだ3000人のウクラ
イナ人軍人に捧げられた記念碑。

第二次世界大戦博物館のツアーでは、モスクワ、スターリング
ラード、クルスク、レニングラードの包囲、ホロコースト、そ
の他のイベントなどの戦いについてもっと知ることができる。

母国固有の土地の高さ102メートルの彫刻の下の栄光の殿堂に
は、金で刻まれた1万人以上のソビエト英雄の名前があります。

トップの名前は、1940年にキエフの軍事司令官であり、お祝い
式で地元の人々に演説するために1943年11月6日の解放の日に
キエフに来た元帥のズコフ。

第二次世界大戦の歴史のウクライナの一部の瞬間を示す100以
上のブロンズ彫刻で軍事装備とトンネルのある場所がある。

大祖国戦争博物館



フレシチャーティク大通り

キエフ一番の賑やかな通り。歩道も車道も道幅広く、大
きな建物が建っているのに、開放感ある。歩道沿いの
数々のショップ、流れてくる音楽も軽快。独立広場にも
通じている。



Tripadvisor | チェルノブイリの立ち入り禁止区域への昼
食付きプライベートツアー、提供元：Chernobyl 
Exclusive Tours | キーウ, ウクライナ

https://www.tripadvisor.jp/AttractionProductReview-g294474-d17515486-Private_one_day_tour_to_Chernobyl_Zone_of_Exclusion_with_Lunch-Kyiv_Kiev.html#/media-atf/17515486/?albumid=-150&type=0&category=-150


ハルキフ ロシア軍が撤退した街 Google Earth

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a6%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a+%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%ad%e3%82%a6/@50.0057141,36.2291412,143.19358182a,0d,60y,44.6529833h,74.37777257t,0r/data=CigiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClAIjAKLEFGMVFpcE96V1oxOWs5dDY0M1lPakE4QmdvSS1IUlNSNnU4UHZ2LW1EeDNUEAU


ウクライナ

マリウポリ、オデーサ、セヴェロドネツィク

キーウ
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終わり


