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ベトナム北部のハノイ
1. ハロン湾クルーズ
2. タンロン遺跡
3. ハノイ駅
4. ハノイ旧市街
5. ハノイ大教会
6. ホアンキエム湖
7. 玉山祠
8. チョ・ドンスアン市場
9. ルオンヴァンカン通り
10.ナイトマーケット
11.文廟
12.タンロン水上人形劇場
13.バッチャン村
14.ベトナムコーヒー
15.チュンクッロン

ベトナム・ハノイの魅力的な観光スポット15選│
クラブツーリズム (club-t.com)

https://www.club-t.com/ct/kanko/guide/abroad/info/a_036/
https://www.club-t.com/ct/kanko/guide/abroad/info/a_036/
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【解説付】ハノイ一日観光モデルコース (ベトナム) -
Bing video

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e5%8c%97%e9%83%a8+%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%9c%b0&qpvt=%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e5%8c%97%e9%83%a8+%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%9c%b0&view=detail&mid=2CFE5AB7DCDB8BF112872CFE5AB7DCDB8BF11287&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25e3%2583%2599%25e3%2583%2588%25e3%2583%258a%25e3%2583%25a0%25e5%258c%2597%25e9%2583%25a8%2B%25e8%25a6%25b3%25e5%2585%2589%25e5%259c%25b0%26qpvt%3D%25e3%2583%2599%25e3%2583%2588%25e3%2583%258a%25e3%2583%25a0%25e5%258c%2597%25e9%2583%25a8%2B%25e8%25a6%25b3%25e5%2585%2589%25e5%259c%25b0%26FORM%3DVDRE


ハロン湾
• 海原に無数の奇岩が連なる景勝地、ハロン湾。晴れた日の水面が光り輝く眺めも美しいが、

雨や霧がかった深緑の岩々も風情がある。

• 波が穏やかな海に、大小3,000もの島が突き出るハロン湾は「海の桂林」とも呼ばれている。

中国との国境辺りから延びる石灰岩質の丘陵台地が数万年の時を経て、現在の景観をつくり

あげた。

• 1つ1つが彫刻作品のようにさまざまな形をしており、太陽の位置や季節、見る場所によって、

変化に富んだ風景が楽しめる。 ハロンとは「龍が降りた場所」という意味がある。

• かつて1匹の龍が降り立ち、この地を侵略した敵を撃退したと言われている。 島々はかつて海

賊の隠れ家として利用され、またモンゴル軍の侵攻の際には要塞として利用されていた。

• 世界遺産に登録されて以降、国内外から年間200万人が訪れる活気にあふれた景勝地となった。

• 島々は無人島がほとんどだが、観光のために整備された島のいくつかには、海水浴場、湾内

で獲れるカニやシャコなどの新鮮なシーフードが楽しめる飲食店などがある。
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ベトナム北部、中国との国境から程近い
約1,500km²もの広大な湾内に浮かぶ大
小2,000ほどの奇岩。
壮大なスケールで広がる山水画のごとき
世界は、さすがベトナム一の景勝地と言
われるだけのことはあります。
昔々、この地に龍の親子が降り立ち、口
から宝玉を吐き出して敵を蹴散らした際、
それらが岩となって海面に突き刺さった
という伝説を信じたくなるほど、神秘的
で幻想的な景観にだれもが魅了されてし
まうことでしょう。
起伏に富んだこれらの島並みは、桂林か
らニンビンにかけての広大な石灰岩大地
が氷河期に沈降し、長い歳月のうちに海
水や風雨に浸食されてできたもの。
まるで彫刻作品のような闘鶏島や象島な
どを見つめていると、自然の妙を感じず
にはいられません。

ハロン湾
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ハロン湾

首都 ハノイから、車で３時間半の ハロン湾
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ハノイから車で約3時間半の距離
にあり、日帰りのクルーズだけ
でも十分楽しめますが、時間が
許すなら、ここはぜひともク
ルーズ船で1〜2泊するツアーも
体験してみたいもの。
水平線に沈む夕日、降り注ぐ満
点の星空、月光に照らし出され
る海。
もやに霞んだかと思うと、次の
瞬間に太陽の光が差し込みくっ
きりと姿を現す奇岩群。
時刻や天候によって千変万化す
るハロン湾の表情は、一日中眺
めていても見飽きることがあり
ません。
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また、岩島に上陸し鍾乳洞を
探検したり、付近の海域で獲
れた新鮮な海産物を船上で
バーベキューにして楽しむこ
とも可能で、世界遺産に登録
されてからというもの、国内
外から年間約200万人が訪れ
るにぎわいを見せ、ハロン湾
観光の拠点となるバイチャイ
やホンガイには、見晴らしの
いいベイビューホテルやア
ミューズメントパーク、マー
ケットも続々とオープンして
いる。
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ハロン湾 - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%83%B3%E6%B9%BE/@20.9100512,107.1839024,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNdEZIuYmR-MlsCqfrCQRoLvpxtgTvqPKLcgzfD!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNdEZIuYmR-MlsCqfrCQRoLvpxtgTvqPKLcgzfD%3Dw141-h86-k-no!7i1315!8i797!4m5!3m4!1s0x314a5796518cee87:0x55c6b0bcc85478db!8m2!3d20.9100512!4d107.1839024
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ハロン湾
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Google マップ

https://www.google.com/maps/dir/36.064026,136.252899/@20.9432487,107.0868724,13.79z/data=!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e0!5m1!1e1
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Flycam QN - Google マップ

https://www.google.com/maps/@20.9347653,107.1166838,3a,90y,263.8h,81.75t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOmX8YNLJX2DsqdbTlH43zYomWcoVDPunvqeW4!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOmX8YNLJX2DsqdbTlH43zYomWcoVDPunvqeW4%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya260-ro0-fo100!7i8192!8i4096
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Cầu đi bộ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@20.9491012,107.0847702,3a,75y,77.86h,85.13t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOKpIfZWW0-e6GCryjq0EP5k74w7VvQrkvN3ofL!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOKpIfZWW0-e6GCryjq0EP5k74w7VvQrkvN3ofL%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya38.4002-ro-0-fo100!7i9000!8i4500
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Onecham • Nhà bán và cho thuê - Google マップ

https://www.google.com/maps/@20.9470269,107.073334,3a,75.5y,182.23h,86.76t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOnGBx3bGgvL8R-rWhl13r09dzu-Xanudk7kkRd!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOnGBx3bGgvL8R-rWhl13r09dzu-Xanudk7kkRd%3Dw203-h100-k-no-pi-18.60872-ya318.96545-ro-0.9921374-fo100!7i11000!8i5500!5m1!1e1
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Ga Hà Nội - Google マップ ハノイ駅

https://www.google.com/maps/place/Ga+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0432103,105.8294165,8929m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x3135ab90af6859a1:0xfcaa48a5fa3ca27f!8m2!3d21.0250615!4d105.8411814
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Việt Nam HoaLand (Cho Thuê, Bán BatDongSan) -
Google マップ

ハノイ駅と駅前通り

ベトナム国鉄のハノ
イ駅。ホーチミンま
で約1700キロメート
ル（青森〜博多間の
距離）を結ぶ「南北
統一鉄道」の発着駅。
ディーゼル機関車の
旅は、ローカルな旅
人・松尾芭蕉のよう
に漂泊の想いが込み
上げ、ノスタルジッ
クな気分に浸ること
ができる。

https://www.google.com/maps/@21.0242897,105.8415282,3a,75y,294.77h,94.39t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMqAPvUyazpFCTiImctlLlYIbJvyy_pbAfPQtPR!2e10!3e11!7i3840!8i1920
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ハノイ駅は、フランス統治時代の
1902年に完成。レトロ感あふれるル
ネサンス様式の建物が魅力的。
日本では珍しくなったディーゼル機
関車が行き交います。周辺にはベト
ナム仏教寺院の総本山「クアン・
スー寺」や、かつての捕虜収容所を
戦争博物館として公開している「ホ
アロー収容所」等があります。
1970年代にベトナム戦争でアメリカ
軍から空爆され、駅の中央部分が破
壊された。しかし、駅の両端は爆撃
をまぬがれ、当時の面影をしのぶこ
とができる。
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ベトナム軍事歴史博物館 - Google マップ Graham Topp - Google マップ

ハノイの観光スポット「ベトナム軍事歴史博物館」はミリタリーor 
歴史好きでなくとも見応えあり！ | ハノイの観光まとめサイト｜
ウォーキングハノイ (walking-hanoi.net)

https://www.google.com/maps/@21.0322412,105.8402963,3a,75y,294.93h,88.76t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPA1Miyw6irY6o00CNoAOGKx2FupHT-l2uoOBZJ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPA1Miyw6irY6o00CNoAOGKx2FupHT-l2uoOBZJ%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya89.92065-ro-0-fo100!7i5660!8i2830
https://www.google.com/maps/@21.0328937,105.8401434,3a,75y,228.38h,93.89t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPOFswI_OHMErqUaoJUSEfJoQMA0WS6yIHki4qQ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPOFswI_OHMErqUaoJUSEfJoQMA0WS6yIHki4qQ%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya336.8766-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://walking-hanoi.net/sightseeing/military-history-museum/
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ハノイの北部に広がる「ハノイ
旧市街」。一大商業区として賑
わっていたベトナム王朝時代の、
古き良き町並みが残っている。
ハノイ市随一の規模を誇るナイ
トマーケットや、食料品からお
土産まで揃う大型屋内市場「ド
ンスアン市場」があり、ショッ
ピングや食べ歩きにおすすめ。
旧市街南部の「カウゴー通り」
には、小旅行ツアーの販売所や
ホテル、食堂が並んでいるため、
旅の拠点にぴったり。
北部の「タ－ヒエン通り」は、
夜になると屋台のテーブルチェ
アが路上を埋め尽くすほど並び、
多くの観光客でにぎわいます

ハノイ旧市街



23

ハノイ旧市街
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ハノイの旧市街 MISO VN - Google マップ

https://www.google.com/maps/@21.032218,105.8531769,3a,75y,90.75h,91.75t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNiqTQ8EnP-NUnWtYtZmTDlHzFkVnfWjKX-qI2o!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNiqTQ8EnP-NUnWtYtZmTDlHzFkVnfWjKX-qI2o%3Dw203-h100-k-no-pi-0.49418122-ya260.72745-ro-1.257289-fo100!7i5760!8i2880
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ホーチミン廟 - Google マップ MISO VN - Google マップ

ホーチミン廟前のバーディン広場とその通り

https://www.google.com/maps/@21.0367789,105.8346447,3a,75y,332.36h,83.49t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMTTc_3zu392mwT-2vYvgDtaIYRhNvegxf9t_gV!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMTTc_3zu392mwT-2vYvgDtaIYRhNvegxf9t_gV%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya336.72443-ro0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@21.0364732,105.8364829,3a,75y,48.3h,89.66t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP0uRVNxsAYR2x8ebjV3M0X6JB8ykdLSl3UbfZK!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP0uRVNxsAYR2x8ebjV3M0X6JB8ykdLSl3UbfZK%3Dw203-h100-k-no-pi-0.9294175-ya137.98218-ro-0.2270801-fo100!7i5760!8i2880
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ホアンキエム湖の西側に位置する
「ハノイ大教会」は、120年以上も
の歴史を持つハノイ最大のカトリッ
ク教会。高さ約31mの突き出した2
つの尖塔が特徴。
見どころは、内部の祭壇に飾られた
色鮮やかなステンドグラス。教会の
厳粛な雰囲気と相まり、幻想的な空
間を造り出している。毎年クリスマ
スシーズンにはライトアップが行わ
れ、闇の中に浮かび上がる美しい教
会の姿を見られます。教会前の
ショッピングストリート「ニャー
トー通り」も併せて観光するのがお
すすめです

ハノイ大教会
Ildar Gabdrakhmanov - Google マップ

https://www.google.com/maps/@21.0285675,105.8486782,3a,75y,262.82h,97.13t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNJje2moZd9RtsYUZ8V3sHLnw-7tDbBbvmOXADt!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNJje2moZd9RtsYUZ8V3sHLnw-7tDbBbvmOXADt%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya201.51857-ro-0-fo100!7i7580!8i3790
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Angelo De Silva - Google マップ

ハノイ大教会

https://www.google.com/maps/@21.028733,105.8489427,3a,75y,189.58h,110.39t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPc3eBiW92kEpzOzhc9zyOnsOuYoPwkqjmvTNcU!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPc3eBiW92kEpzOzhc9zyOnsOuYoPwkqjmvTNcU%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya264.25748-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
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タンロン遺跡 ハノイ駅から徒歩15分の場所にあ
る「タンロン遺跡」は、11世紀か
ら19世紀までの約800年の間に築か
れたベトナム王朝の遺構が残る世
界遺産。
2002年に発見された遺跡は現在も
発掘調査が進められており、現場
を見学できる。
見どころは、巨大な石造りの門
「端門」。かつては検問が行われ
ていた場所で、皇帝の住む「敬天
殿」へと通じている。
黄色い楼閣の上からはタンロン遺
跡を一望できる。遺跡内の博物館
では、発掘された鳳凰の屋根飾り
や陶器等が展示されている。
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タンロン遺跡 - Google マップ タンロン遺跡 - Google マップ

フランスの植民地時代に一度破壊された王朝跡地で、王朝時代のものは南門の一部と床、一部の階段の
みが残っている。広い敷地内には発掘された遺跡を展示する博物館もあり、ベトナムの長い時代や中国
との繋がりを感じられる。

https://www.google.com/maps/@21.0351261,105.8402541,3a,75y,296.71h,93.37t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNIZTMnj7DLphDtCeJ_QJa9thoesGwc-wkX2OIW!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNIZTMnj7DLphDtCeJ_QJa9thoesGwc-wkX2OIW%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya50.747116-ro-0-fo100!7i5472!8i2736
https://www.google.com/maps/@21.033954,105.8401375,3a,75y,29.35h,83.52t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMmTz46poVj7BwxXDFah9El3DVd1-vwNG7NvlIW!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMmTz46poVj7BwxXDFah9El3DVd1-vwNG7NvlIW%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya105.34909-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
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世界遺産ハロン湾の美しすぎる鍾乳洞をご紹介 ！ 人気のハロン湾ツアーで絶景の洞窟探検！【ティエン
クン鍾乳洞・スンソット鍾乳洞・ティエンカインソン鍾乳洞】 | ベトナム旅行とベトナム情報・アンコー
ルワット旅行とアンコールワット情報 (tnkjapan.com)

日本では山口県の秋芳洞や沖縄のガンガラーの谷などが有名ですよね。

日本の鍾乳洞を訪れた方はご存知の通り、洞窟の中はひんやりと涼しいのが一般的。
ただ、ハロン湾の鍾乳洞は、気温や湿度が高く、その上多くの観光客が訪れることもあり、夏
場は特にかなりムシムシしているスポットになります。

また、日本の鍾乳洞のように暗く静寂の中で雫の落ちる音だけが響く光景ではなく、
洞窟の中はかなりしっかりとライトアップされていて、鍾乳石の形や細かい細部までご覧いた
だくことができます。

きっとこれはなんでも派手にライトアップしたがりなベトナム人の国民柄でしょう・・・
（笑）

https://www.tnkjapan.com/blog/2019/12/13/halong_limestone%EF%BC%BFcave/
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ティエンクン鍾乳洞 ベトナム語で「天宮」という意味 100段ほどの階段を登った先に
鍾乳洞の入り口があり、上り
の階段は結構きついです。
中に入るとこれまたびっくり。

カラフルにライトアップされ
た鍾乳石たちがど迫力で待ち
受けています。内部は高さが
２０ｍ、幅が１０ｍ程とさあ
まり広くはないですが、赤や
青や緑にライトアップされい
てキラキラと幻想的な世界が
広がります。

ちなみに、以前はカラフルな
色の照明で照らされていたと
いう鍾乳洞は、出来るだけ自
然な形で見てもらうためにと、
今ではカラー照明は使われな
くなったそうです。
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スンソット鍾乳洞 (Sung Sot Cave)

スンソット鍾乳洞 (Sung Sot Cave) 足を踏み入れると、その名に納得。

入り口は小さいものの、スンソット
洞窟は小、中、大と3つの部屋に分か
れており、奥へと進めば進むほど、
どんどんどんどん広々とした空間
に！
ライトアップはティエンクン鍾乳洞
に比べて控えめで、鍾乳石そのもの
の魅力を最大に引き出しているよう
に見えます。
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足を踏み入れると、その名に納
得。

入り口は小さいものの、スン
ソット洞窟は小、中、大と3つ
の部屋に分かれており、奥へと
進めば進むほど、どんどんどん
どん広々とした空間に！
ライトアップはティエンクン鍾
乳洞に比べて控えめで、鍾乳石
そのものの魅力を最大に引き出
しているように見えます。

また、奥の方に進んでいくと、カメの形をした岩が現れ、頭にあたる所に、お札やお賽銭が置かれてい
る事に気づかれると思います。実はこの「カメ岩」には、カメの頭を撫でるとお金持ちになれる、また
は頭がよくなるご利益があるという言い伝えがあるのです！私は容赦無く全力で頭を撫で回してきまし
た♡！！！😃
皆さんも是非、スンソットのカメ吉にご利益を・・
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ティエンカインソン鍾乳洞

ティエンカインソン鍾乳洞

ここティエンカインソン洞窟の天
井は数万の美しい乳石で覆われて
いて、多くのきらめく鍾乳石がま
るでランプを吊るしているように
見えます。

他のハロン湾に存在する鍾乳洞は、
煌びやかなライトアップがされ、
美しい姿を見せていますが、
このティエンカンソン鍾乳洞は、
ライトはかなり控えめで、鍾乳石
そのものを引き立たせています。

まさに自然そのものの神秘的な美
しさを感じることができる場所で
す！✨



ゴックソン寺院 - Google マップ

ゴックソン寺院 - Google マップ

MISO VN - Google マップ

https://www.google.com/maps/@21.0304362,105.8523679,3a,75y,353.94h,88.67t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPuSh1-9gCsNqPUwYHcWIg_XR72Zf2XR6HeOt1Q!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPuSh1-9gCsNqPUwYHcWIg_XR72Zf2XR6HeOt1Q%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya57.08117-ro-0-fo100!7i10240!8i5120!5m1!1e1
https://www.google.com/maps/@21.0307661,105.852418,3a,75y,264.94h,89.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOETfH4DJiaZV3FvbD5ug1JIxCGytBeLk7eI-Ph!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOETfH4DJiaZV3FvbD5ug1JIxCGytBeLk7eI-Ph%3Dw203-h100-k-no-pi-1.667956-ya257.20178-ro1.8921552-fo100!7i8192!8i4096!5m1!1e1
https://www.google.com/maps/@21.031667,105.8528926,3a,75y,277.83h,91.74t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPHD7fWHSPap1PlWYy8QNJmaHq_Xo1JSGKjllAE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPHD7fWHSPap1PlWYy8QNJmaHq_Xo1JSGKjllAE%3Dw203-h100-k-no-pi0.22830735-ya206.67557-ro-1.082943-fo100!7i5760!8i2880!5m1!1e1
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玉山祠（ゴックソン寺院）は、
ハノイのホアンキエム湖のヒ
スイ島にある仏教寺院。
ヒスイ島へは湖畔から赤い橋
で繋がっている。
玉山祠には、ホアンキエム湖
で1968年に捕獲された体重
250kgの亀の剥製が祀られてい
る。
ホアンキエム湖には神の使い
とされる大亀が湖から現れる
という伝説が残っており、こ
の亀がその伝説の亀と言われ
ている。
玉山祠は伝説の亀が眠るパ
ワースポットとして、多くの
観光客が訪れる。

志村重光 - Google マップ

玉山祠（ゴックソン寺院）

https://www.google.com/maps/@21.0306236,105.8523297,3a,90y,331.64h,89.88t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM71Hr5ujwj7oUd5szbNdOYi4zgplyZuHhADnpJ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM71Hr5ujwj7oUd5szbNdOYi4zgplyZuHhADnpJ%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya34.107933-ro-0-fo100!7i6080!8i3040!5m1!1e1
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「ホアンキエム湖」の北側に位
置する「タンロン水上人形劇
場」は、ベトナムの生活や伝説
を題材とした人形劇を楽しめる
劇場。水上人形劇とは、豊作の
祈願として11世紀にベトナム北
部の農村で始まった伝統芸能。
この劇場は地元の子供たちのた
め、1956年にホー・チ・ミン元
国家主席によって建てられた。
ステージに設けられたプールの
上で、イチジクの木でできた人
形たちが1話2〜3分の演目を14
話演じる。炎や噴水等のバリ
エーション豊かな演出があるた
め、最後まで飽きることなく楽
しめる。

タンロン水上人形劇場
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Gốm sứ mỹ nghệ Văn Thắm - Google マップ

バッチャン村の陶芸品

https://www.google.com/maps/@20.9792489,105.9155628,3a,75y,348.27h,83.29t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMR-H44LJjrz8LlNbaALNnETdAvEUhtcJLUU3Q!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMR-H44LJjrz8LlNbaALNnETdAvEUhtcJLUU3Q%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya126.32957-ro0-fo100!7i10240!8i5120!5m1!1e1
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バッチャン村
700年以上の歴史を持つ陶磁器
「バッチャン焼き」の生産地で
ある「バッチャン村」。
元々レンガ生産が盛んな土地柄
で、大小約100軒の工房の1,000
を超えるレンガ造りの窯が、
バッチャン村の独特の景観を
作っている。
トンボや蓮、菊の花の模様等の
自然を描いた素朴なデザインが
特徴の「バッチャン焼き」は、
村を入ってすぐの市場で販売し
ている。市場の中の屋台では、
ひき肉を米粉の皮で包んだハノ
イ名物「バインテー」等も味わ
える。
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バッチャン村 - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0+%E3%83%8F%E3%83%8E%E3%82%A4+%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A0%E7%9C%8C+%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E6%9D%91/@20.9773791,105.9136226,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipORUCy57oesybl5Tq2HBrPFcWPWMeZCgC-m3Qww!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipORUCy57oesybl5Tq2HBrPFcWPWMeZCgC-m3Qww%3Dw203-h360-k-no!7i2340!8i4160!4m5!3m4!1s0x3135aedda39fc3ab:0xd95efc44d1f2de9a!8m2!3d20.9773791!4d105.9136226
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ホム市場 - Google マップ ホム市場 - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%9B%E3%83%A0%E5%B8%82%E5%A0%B4/@21.0173439,105.85157,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMH4qfURm-xveaYlZoaz_K9d6c1Fxx1d5ULSZuA!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMH4qfURm-xveaYlZoaz_K9d6c1Fxx1d5ULSZuA%3Dw203-h152-k-no!7i3264!8i2448!4m5!3m4!1s0x3135ab8d39861fbf:0x2ea8ea1e4014c6a7!8m2!3d21.0169545!4d105.851575
https://www.google.com/maps/place/%E3%83%9B%E3%83%A0%E5%B8%82%E5%A0%B4/@21.0168197,105.8514233,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipO5PjUMoiMC4uiM8VU-xDQspU8GHURaFiMMKiqp!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO5PjUMoiMC4uiM8VU-xDQspU8GHURaFiMMKiqp%3Dw203-h359-k-no!7i2256!8i4000!4m5!3m4!1s0x3135ab8d39861fbf:0x2ea8ea1e4014c6a7!8m2!3d21.0169545!4d105.851575
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ホム市場 - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%9B%E3%83%A0%E5%B8%82%E5%A0%B4/@21.0168197,105.8514233,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNo1D80EKG43wIDWPhvw0MT3GgOjY3EgoUgNady!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNo1D80EKG43wIDWPhvw0MT3GgOjY3EgoUgNady%3Dw222-h100-k-no!7i4000!8i1800!4m5!3m4!1s0x3135ab8d39861fbf:0x2ea8ea1e4014c6a7!8m2!3d21.0169545!4d105.851575
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「タンロン遺跡」から徒歩3分の場所にある「文
廟（ぶんびょう）」は、儒教の開祖「孔子」を
祀った霊廟。ベトナムの第3代皇帝、李聖宗
（リー・タイントン）によって1070年に創建さ
れました。1076年には、ベトナム最古の大学
「国子監（こくしかん）」が併設され、学問にご
利益のある地として知られている。皇帝が通った
という石造りの三関門「文廟門（ぶんびょうも
ん）」や、ベトナム紙幣に描かれた二重の楼門
「奎文閣（けいぶんかく）」の風格ある姿、儒教
による教育を行う大学の跡地が見どころ。
美しく整備された庭園に囲まれていて、石造りの
優美な門や彫刻が施された柱も見どころ。
また、グエン アート ギャラリーをはじめとする
洗練されたギャラリーではベトナムの現代アート
作品を展示しています。

孔子を祀る文廟
Temple Of Literature - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/V%C4%83n+Mi%E1%BA%BFu,+%E3%83%89%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E5%8C%BA+%E3%83%8F%E3%83%8E%E3%82%A4+%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0/@21.0276381,105.8354501,3a,75y,129.68h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipM8Tqx38-J8eiREzK6PwMQtacOD1O9W7oPShr-Y!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM8Tqx38-J8eiREzK6PwMQtacOD1O9W7oPShr-Y%3Dw203-h152-k-no!7i4128!8i3096!4m5!3m4!1s0x3135ab9a2b487579:0xc3cb92f3e25d3e0c!8m2!3d21.0265577!4d105.8400375
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孔子を祀る文廟
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ベトナム美術館
ベトナム美術博物館 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@21.0305014,105.8371938,3a,75y,24.34h,90.88t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNdXv3QoBRL_kSzU_eUeoSqnwQC2ZiUtreY2k-F!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNdXv3QoBRL_kSzU_eUeoSqnwQC2ZiUtreY2k-F%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya151.85992-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
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コーヒーの生産量がブラジルに次
いで世界第2位のベトナムは、町
の至るところにカフェがあるコー
ヒー大国。
ベトナムコーヒーは、苦みが強く
コーヒーの色や味が濃いのが特徴。
その苦みを打ち消すために、コー
ヒーに練乳を入れた「カフェス
ダー」や、名前とは裏腹に砂糖と
シロップがたくさん入った「ブ
ラックコーヒー」等の飲み方が生
み出された。
ほかにも、ヨーグルトを入れてマ
イルドな味にした「ヨーグルト
コーヒー」や、卵と泡立てたコン
デンスミルクを入れた「エッグ
コーヒー」等、ベトナムならでは
の少し変わったアレンジを楽しめ
る。

ベトナムのコーヒー
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吉岡 芳夫

インターネット世界旅行
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ベトナム北部のハノイ
1. ハロン湾クルーズ
2. タンロン遺跡
3. ハノイ駅
4. ハノイ旧市街
5. ハノイ大教会
6. ホアンキエム湖
7. 玉山祠
8. チョ・ドンスアン市場
9. ルオンヴァンカン通り
10.ナイトマーケット
11.文廟
12.タンロン水上人形劇場
13.バッチャン村
14.ベトナムコーヒー
15.チュンクッロン

終わり


