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案内先

1．ブラン／ブラン城
2．ブカレスト／国民の館
3．シナイア／ペレシュ城
4．シギショアラ
5．シビウ
6．バルサナ修道院
7．ブラショフ
8．シビウ
9．バルサナ修道院

10.  ルージュ-ナポカ
11.  ヤシ



ルーマニアは、多種多様な民族によって形成された国家

• 住民は、紀元前からこの地方に住んでいたトラキア系のダキア人と、2世

紀頃にこの地方を征服した古代ローマ人、7世紀から8世紀頃に侵入したス

ラブ人、9世紀から10世紀に侵入したマジャール人、その他にトルコ人、

ゲルマン人などの混血や同化によって形成された複合民族 。

• 言語的には公用語がラテン語起源のルーマニア語で、宗教的には東方教会

系のルーマニア正教会が多数派である。

• それに対し、ポーランドのほうは同じ「東欧」と言っても、言語的にはス

ラヴ語派に属するポーランド語が主に話されており、宗教的には西方教会

のカトリック教会が支配的である。
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国内総生産（GDP)

• ルーマニアの2013年の国内総生産（GDP）は約1,889億ドルである。

• 2016年の1人あたりの名目GDPは1万1,859ドルで、世界平均より少し高い

程度だが、バルカン半島の旧社会主義国ではクロアチアに次いで高い。

• ルーマニアは伝統的に農業国であり、第一次産業人口が人口の42.3%を占

める（2001年）。

• 一方で、社会主義時代に計画経済のもと工業化が進められた結果、2014

年現在では鉄鋼やアルミニウム、繊維産業といった業種も主要産業となっ

ている。

• そのほか、17世紀から続くモレニ油田が知られるように、ルーマニアは産

油国であるが、今日ではその規模は限られている。
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ブラン城／ブラン
ルーマニア南部のトラ
ンシルバニア地方にあ
る「ブラン城」は、吸
血鬼ドラキュラの居城
のモデルとなった場所
です。
また、ルーマニア国王
だったフェルディナン
ト1世の寝室も残され
ています。
城は1377年にドイツ商
人によりごつごつとし
た岩場の上に建てられ、
堂々としたたたずまい。
城からの眺めは格別で、
まるで中世にタイムス
リップしたよう。



5

ブラン城 - Google マップブラン城 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@45.5151515,25.3671348,2a,75y,116.71h,86.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1smZXgF75oaZgAAAQfCY75CQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@45.5150226,25.3671786,2a,75y,6.72h,94.84t/data=!3m7!1e1!3m5!1sLrCu75eBOhQAAAQfCY75YA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DLrCu75eBOhQAAAQfCY75YA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D292.52246%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
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国民の館 首都ブカレストにある
「国民の館」は世界で2番
目に広い建築物です。

延床面積はなんと33万平
方メートル！しかしなが
ら現在も完成しておらず、
一部で工事が続けられて
います。カメラに収まり
きらない広さです。

共産主義時代の独裁者、
チャウシェスク大統領の
遺産として知られており、
現在は国会議事堂や政党
の事務所、美術館などが
入っています。

ブカレスト
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国民の館／ブカレスト

議事堂宮殿 - Google マップ 国立現代美術館 - Google マップ

宮殿の中はきれい。
会議室もきれい。

https://www.google.com/maps/place/%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E5%A0%82%E5%AE%AE%E6%AE%BF/@44.4284511,26.0868547,987m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40b1ff427bee28c1:0x2b1089f802abaddc!8m2!3d44.4275035!4d26.0873506
https://www.google.com/maps/@44.4272561,26.0879132,2a,75y,7.49h,94.3t/data=!3m7!1e1!3m5!1s9voyJu7xY1XK2yOWSLdTdg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D9voyJu7xY1XK2yOWSLdTdg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D150.04562%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
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Florian Dima - Google マップペレシュ城シナイア

カルロ1世の夏の住居とし
て、1875年から8年もの歳
月を経て建てられました。
ドイツ・ルネサンス様式
の宮殿で、現在は博物館
としてカルロ1世が集めた
彫刻品や絵画、家具、武
器、金銀などが展示され
ています。
部屋は160室もあり、大変
広いのも特徴です。内装
は木材が使われるなど時
代を感じさせる雰囲気で
すが、豪華な装飾や絨毯
などが使われ、きらびや
かとなっています。

https://www.google.com/maps/@45.3625754,25.5411855,3a,75y,353.05h,76.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNWgu_Vq-13wlQlW_SxZvyRigSyR0Dcq2xkIAQw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNWgu_Vq-13wlQlW_SxZvyRigSyR0Dcq2xkIAQw%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya5.870714-ro-0-fo100!7i4096!8i2048
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Peleș Castle - Google マップ ペレシュ城／シナイア

シナイア渓谷に建つ「ペレシュ
城」は、周囲の大自然と見事に
調和した壮麗な建築物。

城の前の見事な庭園には数多く
の彫刻が並び、その一つ一つが
個性ある姿で見とれてしまうこ
とでしょう。

城のそばにある広場には、かわ
いらしい建物のレストランやカ
フェが集まります。

周囲の景観を楽しみながら一息
つくのにうってつけの場所です。

https://www.google.com/maps/@45.3597183,25.5422667,3a,75y,15.19h,106.28t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMWKsGt1trBeg-CACsyG7OLDnUmVlgIbrqDAEHp!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMWKsGt1trBeg-CACsyG7OLDnUmVlgIbrqDAEHp%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya311.5253-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
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シギショアラ - Google マップシギショアラ
「シギショアラ」は
ルーマニアの宝石と称
えられることもある世
界遺産の街。石畳の道
が続く旧市街にあるの
は中世から変わらない
風景。かつてこの地に
住んでいたドイツ系の
ザクセン人によって繁
栄した街です。

また、旧市街には吸血
鬼ドラキュラのモデル
となったウラド3世の生
家が残っています。現
在はレストランとして
利用されており、食事
をとることもできます。
ブラン城とあわせて訪
れておきたい街です。

https://www.google.com/maps/@46.2197025,24.7963878,3a,75y,359.29h,79.49t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPJdgSO5kU7sQ5jq4FMUwDC0WCCDsoUJw3nOZYP!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPJdgSO5kU7sQ5jq4FMUwDC0WCCDsoUJw3nOZYP%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya264.38095-ro0-fo100!7i4096!8i2048
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五つの修道院／ブコヴィナ地方 ルーマニア北東部、ブコヴィ
ナ地方に点在する「五つの修
道院」。
修道院の外壁は美しいフレス
コ画で覆われ、思わず目を奪
われます。
その美しさと中世からの歴史
が評価され、世界遺産にも登
録されました。
なかでもひときわ美しいとい
われるモルドヴィッツァ修道
院は1532年に建てられ、建物
の一角に戦闘場面が描かれて
います。
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【ルーマニア】完璧な中世の街並みが残るブラショフ観
光。絶景だらけの旧市街へ。 | Ça voir! －さぼわーる－
(ca-voir.com)

ブラショフ市は首都ブカレストに次
ぐ観光都市です。中世の街並みを残
す町で、ドイツ人、ルーマニア人、
ハンガリー人の３つの民族によって
発展してきました。古いサクソン建
築と城跡が特徴的です。またブラ
ショフは東京都武蔵野市と姉妹都市
でもあり、市内にある「日本武蔵野
センター」では、日本語教室や日本
文化を紹介するイベントが開かれて
います。

The Council Square - Google マップ

https://ca-voir.com/brasov-tourism-jp/
https://www.google.com/maps/@45.6419441,25.5892395,3a,50.3y,155.67h,97.07t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMKHFkjZk-NKIZjl_r7p19bKHOE15IXJc7YGU1o!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMKHFkjZk-NKIZjl_r7p19bKHOE15IXJc7YGU1o%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya63.193893-ro-0-fo100!7i11264!8i5632
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シビウ旧市街は、アッパー
タウンとロウアータウンと
いう２つのエリアがある。

美しい建物に囲まれた大広
場と小広場があるのは、
アッパータウン。

広場から続く道沿いには、
レストランやカフェがずら
りと並び、観光客で賑わっ
ています。

治安も良いので、夜遅くま
で旧市街散策を楽しむこと
ができます。

シビウの可愛い街並み
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Bârsana Monastery - Google マップ

バルサナ修道院
伝統的な家屋で昔ながらの
生活が続くマラムレシュ地
方。この地方に点在する木
造聖堂群のうち、代表的な
8つの聖堂が世界遺産に登
録されています。

バルサナ村にある「バルサ
ナ修道院」の建物はすべて
モミの木でできており、基
盤の石や金属の釘は使われ
ていません。周囲の美しい
自然ともマッチしており、
心おだやかになる風景です。

Bârsana Monastery - Google マップ

https://www.google.com/maps/@47.7932339,24.0918024,3a,75y,126.05h,100.42t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPDgsGyY32KPbYWxhOqYdkErPTzSofl1xDxXAnS!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPDgsGyY32KPbYWxhOqYdkErPTzSofl1xDxXAnS%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya273.62494-ro0-fo100!7i7168!8i3584
https://www.google.com/maps/@47.7932339,24.0918024,3a,75y,201.03h,91.4t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMdSGsjqEFzTlAkKaSvOz9soyvDGtaWky1M4t9h!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMdSGsjqEFzTlAkKaSvOz9soyvDGtaWky1M4t9h%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya36.289326-ro-0-fo100!7i5660!8i2830


中世時代のロマンを体験！クルジュ＝ナポカ観光
でルーマニアの歴史探索の旅
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ルーマニア北西部トラ
ンシルヴァニア地方の
中心的な都市で、ブカ
レスト、ヤシに続いて
国内第3位の人口を擁
しています。街の起源
はこの地方ではもっと
も古く、ローマ帝国時
代には大規模な植民地
として存在し、中世に
は街道が交差する物流
の要衝として繁栄しま
した。

ルーマニア第３の都市
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ルーマニアのヤシ観光!!特に見所がない街の方が居心地が
良いのです[ヤシの安宿情報有] | 旅やねん。 (ason-de-
kurasu.com)

ヤシの大虐殺は、ルーマニ
アのヤシで1941年6月29日
から7月6日にかけて行われ
たポグロムである。イオ
ン・アントネスク元帥の指
揮するルーマニア政府軍が
行った虐殺で、ユダヤ人人
口の3分の1にあたる13,266
人以上が殺害されたほか、
多数が国外に追放された。

ルーマニア第２の都市 ヤシ

終わり

https://ason-de-kurasu.com/romania-lasi-20160701

