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インドネシアは、ギリシャ語の
「インドス（indos）」と「ネソス
（nesos）」という二つの単語から
成っており、”東インドの島々“と
いう意味を持つ。
世界最大の島嶼国家であり、主

要な5島と中規模な群島を含めた約
17,000以上の島々から成り立ち、
そのうちの9,000の島々に約2億2千
8百万人もの人々が暮らし、約490
の民族集団がそれぞれの多様な民
族文化を継承している。

インドネシア共和国観光省公式ページ インドネシアに
ついて (visitindonesia.jp)

https://www.visitindonesia.jp/info/index.html
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およそ３００以上もの異なる民族がともに暮らす民族的多様性を持つ国はインドネシアに匹敵
する国はない。人々の習慣・伝統文化も風土も、自然環境も多種多様であり、ひとたび海を越
えて違う島へ渡ればまるでそこは違う国かと感じてしまう。それがインドネシアを訪れる人に
とっての最大の魅力だ。



インドネシアの概要
• 面積：約1,904,443平方キロ、人口： 約２億３千９百万人（２０１０年）

• 政体：共和制、

• 首都：ジャカルタ（Ｊａｋａｒｔａ）（人口約854万人）－インドネシアの政
治・経済・文化の中心地である特別市として州と同等の地位にある。オラ
ンダ支配下ではバタビア（Batavia）と呼ばれていたが、1942年ジャカル
タと改名された。

• 宗教：憲法は信仰の自由を認めており、これは国家五原則（パンチャシラ
/Pancasila）の第一原則に“全能の神への信仰”として明記されている。人
口の87％はイスラム教徒、キリスト教徒11％、その他仏教は1％、ヒン
ドゥー教徒は1％に満たないとされている。

• 言語：国語はインドネシア語。これはマレー語に近い言語で独立後国語と
して定められた。しかし、インドネシア各地では今でもその地域の言語
（バタック語、スンダ語、ジャワ語、バリ語など）が使われており、583
種以上の言葉がある。
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歴史

• ジャワ原人（ピテカントロプス）の化石が発見され、およそ80
万～100万年前には既に人類の祖先が、ここジャワ島に存在し
ていた。

• 紀元前3世紀ころ、モンゴル系のマレー人が移住し始め、紀元
前1世紀にはインドの貿易商達が大挙して渡来、ヒンドゥ－教
文化と仏教文化をもたらした。

• 7世紀ころには、ヒンドゥー王国や仏教王国が栄え、壮大な建
築物や寺院の多くが建造され、シャイレンドラ王家が建造した
ボロブドゥールや、ムンドットなど素晴らしい遺跡が今でも残
されている。この時代にスマトラにスリウィジャヤ王国が栄え、
東南アジアで最も強大な王国として600年間勢力を誇った。
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• 13世紀、更に強大なヒンドゥー王国マジャパイトが東ジャワで台頭
し、その後200年間インドネシア全域とマレー半島の一部を統合。
この黄金期の名残はジョグジャカルタ付近のプランバナン寺院群や
東ジャワのペナタラン寺院・ディエン高原の遺跡群など、ジャワ島
内のいたるところで見ることができる。

• また、急速にイスラム化がみ、この豊かな国の存在はヨーロッパに
も知られるようになった。

• 1292年にマルコ ポーロがヨーロッパ人として初めてジャワに足跡を
印し、大航海時代の到来とともに各国の船が次々に来航、1602年に
オランダは東インド会社を設立して香料とコーヒーの輸出を独占。
オランダの支配は約300年、第2次世界大戦が始まるまで続いた。

• 大戦終了後、オランダが再度の植民地化をはかったが、国際的非難
を受け、1949年12月27日、オランダは終にインドネシアの主権を認
め、インドネシア共和国として正式に独立した。
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歴史の続き
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首都は、ジャワ島のジャカルタ

日本からの入国は、
スカルノハッタ国際空港。

今回案内するスマトラ島へは、
ジャカルタやマレーシアから
入ります。
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（第１回）スマトラ島 インドネシアの西端に位置するスマ
トラ島。
豊かに茂る熱帯雨林、珍しい動植物、
それぞれに伝統のある多民族、きら
めく白い砂浜と壮大な火山…。多彩
な魅力が、訪れる人を楽しませてく
れます。

人口：約5,000万人
面積：約47万4000平方キロ
宗教：大多数がイスラム教徒
民族：マライ人（東部と南部）
ミナンカバウ人（西スマトラ）
アチェ人（北部）
バタッ人（トバ湖を中心とする
一帯）



スマトラ島
Sumatera 古くからミナンカバウ文化

の中心として栄え、周囲に
は豊かな自然が広がる高原
の街。

緑豊かな景観と、水牛の形
をした屋根を有する素晴ら
しい彫刻を施した木造家屋
があり、中には、築300年
以上のものもある。

ミナンカバウの種族は、敬
虔なイスラム教徒で、女性
が日常生活で中心的な役割
を演じている。
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メダン（インドネシア第五の都市）

メダンは、北スマトラ州の州都であり、かつ、
デリ・セルダン県の県庁所在地となっている。

スマトラ島最大の都市で、人口は、ジャカル
タ（首都）、スラバヤ（東ジャワ）、 ブカシ
（西ジャワ）、バンドン（西ジャワ）に次ぎ、
約237万人（2021年）。
もともとはマレー人の小村だったが、発展し
始めたのは19世紀後半のことである。オラン
ダ領東インド時代、植民地宗主国オランダを
はじめとするヨーロッパ系の民間資本が、東
スマトラ一帯でタバコ、ゴム、茶などのプラ
ンテーション農園を開発した。メダンはそれ
らの商品作物の中心的集荷地となり、各種企
業や政府機関も進出して、スマトラ島東北部
の中心地として発展したのである。
また、プランテーションで大規模な労働力需
要が発生したため、域外から多数の華人・
ジャワ人の移民労働者が東スマトラに移入し
た。その結果、現在でも都市の人口構成にお
いては華人・ジャワ人の割合は高い。
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ポロニア国際空港は、インドネシア・
スマトラ島北西部の北スマトラ州の州
都でありインドネシア第四の都市メダ
ンにある軍民共用空港で、メダン市街
中心部から南へ5kmの場所に位置して
います。この空港はスマトラ島最大の
国際空港であり、インドネシア主要都
市への国内便とマレーシア主要都市お
よびシンガポールへの国際線が就航し
ています。またインドのいくつかの都
市へのフライトも計画されています。
このポロニア国際空港は、首都ジャカ
ルタのスカルノハッタ国際空港とイン
ドネシア第二の都市スラバヤのジュア
ンダ国際空港およびバリ島のデンパ
サール国際空港に次いでインドネシア
国内では4番目に旅客数の多い空港です。
2006年の統計によれば、年間旅客数は
4,597,268人、航空機の離着陸回数は
50,512回、航空貨物取扱高は32,780ト
ンとなっています。

メダン, 北スマトラ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@3.5690827,98.6783613,3a,75y,7.85h,93.67t/data=!3m7!1e1!3m5!1sUzl_jnZy5pkA8nGwEfgZ5Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DUzl_jnZy5pkA8nGwEfgZ5Q%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D306.19482%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192


スマトラ島の交通の起点となる町、メダンの
おすすめしたい観光地6選

• 1. マイムーン王宮

• 2. マスジット・ラヤ

• 3. グラハ・マリア・アンナイ・ベランカニ教会

• 4. 北スマトラ博物館

• 5. シボラギット

• 6. グヌンレウセル国立公園
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マイムーン王宮
マイムーン王宮は19世紀にメダン周辺を統
治していたスルタン王、マクムン・アルラ
シッが1888年に建設したもの。
宮殿の庭は緑豊かで美しく、まるで映画な
どに出てくるお城のようです。
さらにこの宮殿、実は現在でもスルタン王
の子孫の方が住んでいるんだとか。

宮殿の一部は観光客にも公開され、中を見
学することができます。
内部も細かい装飾がほどこされており、扉
や壁の装飾ひとつひとつが芸術的に作りこ
まれているのには驚かされるでしょう。
スルタン王の使った豪華な玉座や寝具、高
価な芸術品、メダンの歴史を物語る品など、
興味深い見学ができます。
さらに、当時の衣装を着ての記念撮影もで
きるので、ぜひメダンに訪れた際は足を延
ばして欲しい観光スポットのひとつです。
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マイムーン宮殿 - Google マップ マイムーン宮殿 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@3.5752194,98.683641,3a,90y,65.08h,92.01t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO_5MBsYLKuDgyC1_06fwM50N-OLeTHfGdYvwkk!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO_5MBsYLKuDgyC1_06fwM50N-OLeTHfGdYvwkk%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya78.318214-ro-0-fo100!7i4096!8i2048
https://www.google.com/maps/@3.5755558,98.6845347,3a,75y,265.24h,94.17t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO-t28Cgv1J0gBiX7X6E7wY6pWgkuZpARnx3Q3B!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO-t28Cgv1J0gBiX7X6E7wY6pWgkuZpARnx3Q3B%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya201.4411-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
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マスジット・ラヤは1906年に
建てられた100年以上の歴史が
あるイスラム教のモスク。
このモスクもマイムーン王宮
と同様、スルタン王によって
建設された。
そこは、メダンに住むイスラ
ム教徒たちの信仰の中心であ
ると同時に、メダン観光のラ
ンドマーク的な存在だ。
モスクの中へは、イスラム教
徒以外の観光客でも入ること
が可能。. 見学の歳には短パン
やミニスカートでの入場はで
きない。

Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Medan - Google 
マップ

マスジット・ラヤ （モスク）

https://www.google.com/maps/@3.5754483,98.6876801,3a,75y,218.56h,95.63t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPo8ruFA5jg4mjBYqa67tw_cWRhzdv16ONVgTzB!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPo8ruFA5jg4mjBYqa67tw_cWRhzdv16ONVgTzB%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya214.72112-ro-0-fo100!7i8192!8i4096
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Em Shal - Google マップ

Masjid Raya Al-Mashun Medan

Andi Supriadi Chan - Google マップ

https://www.google.com/maps/@3.5750588,98.6872569,3a,75y,16.4h,97.08t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMsmyLXLDUfSx6-m1pXJ7y7KogOd7y9O8ka85_M!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMsmyLXLDUfSx6-m1pXJ7y7KogOd7y9O8ka85_M%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya315.0417-ro-0-fo100!7i6912!8i3456
https://www.google.com/maps/@3.5751953,98.6872559,3a,75y,9.16h,89.49t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPqzn4eO-auZAmXBh2aeKOEPHVvHwRL2yE55A4-!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPqzn4eO-auZAmXBh2aeKOEPHVvHwRL2yE55A4-%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya340.1256-ro-0-fo100!7i5760!8i2880
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Em Shal - Google マップ

1 Jl. Imam Bonjol - Google マップ

メダンのメーンストリートモスク脇の墓地

https://www.google.com/maps/@3.5747867,98.6869186,3a,75y,102.26h,86.66t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOsQRJdesdjLqD61KL8lf4vqF6w1CRODfjTSxyE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOsQRJdesdjLqD61KL8lf4vqF6w1CRODfjTSxyE%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya108.81589-ro-0-fo100!7i6912!8i3456
https://www.google.com/maps/@3.5892698,98.6741386,3a,75y,5.01h,92.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1sv87KVqGJj0wWNUSR3vCdNg!2e0!7i16384!8i8192
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Jl. Sisingamangaraja - Google マップ

軍用墓地

https://www.google.com/maps/@3.5703966,98.6903889,3a,75y,22.22h,94.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6A5BbKWAgqKmUkDrlIvTlQ!2e0!7i16384!8i8192
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グラハ・マリア・アンナイヴェランガンニ - Google マッ
プ

グラハ・マリア・アンナイ・ベランカニ教会

この教会はインドのムガール建築で
建てられ、教会を囲む壁には様々な
人種の彫刻が施されている。これら
は信仰や文化は関係なく、誰でも受
け入れるという意味を持っている。
中には、白を基調とした礼拝堂があ
る。
あちこちに施されている装飾や彫刻
は見ごたえがある。

Gereja Maria Anai Velangkani - Google マップ

https://www.google.com/maps/@3.548034,98.6088673,3a,75y,349.97h,94.6t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNovVtMrhTtWVUS3fiUbeGtTNG9DV3gCWGhmvxx!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNovVtMrhTtWVUS3fiUbeGtTNG9DV3gCWGhmvxx%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya67.24732-ro-0-fo100!7i9408!8i3401
https://www.google.com/maps/@3.5476834,98.6086723,3a,75y,21.81h,108.37t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNwlJ2j8oLmy-xFXIVbKNOdcg64gU5L9S6pJ3dJ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNwlJ2j8oLmy-xFXIVbKNOdcg64gU5L9S6pJ3dJ%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya212.18748-ro0-fo100!7i10240!8i5120
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2022年 メダンで絶対外さな
いおすすめ観光スポットトッ
プ10【定番から穴場まで！】
トリップアドバイザー
(tripadvisor.jp)

グラハ・マリア・アンナイ・
ベランカニ教会

Marian Shrine of Annai Velangkanni 口コミ・写
真・地図・情報 - トリップアドバイザー
(tripadvisor.jp)

https://www.tripadvisor.jp/Attractions-g297725-Activities-oa0-Medan_North_Sumatra_Sumatra.html
https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g297725-d3972092-Reviews-Marian_Shrine_of_Annai_Velangkanni-Medan_North_Sumatra_Sumatra.html
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56 Jl. Sakura III - Google マップ

https://www.google.com/maps/@3.5475403,98.6087071,3a,75y,358.07h,101.11t/data=!3m7!1e1!3m5!1soCA6z9jUuCtKjqoY52E7vg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DoCA6z9jUuCtKjqoY52E7vg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D32.529064%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
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State Museum of North Sumatra - Google マップ

北スマトラ博物館

State Museum of North Sumatra - Google マップ

https://www.google.com/maps/@3.5680778,98.6960142,3a,75y,177.78h,93.36t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMpz2hewVuIRydy15AhgYZM7yVMXywvK08P_uiS!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMpz2hewVuIRydy15AhgYZM7yVMXywvK08P_uiS%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya113.16344-ro-0-fo100!7i5376!8i2688
https://www.google.com/maps/@3.5680778,98.6959914,3a,75y,146.9h,94.35t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipNPeX0z6PxViXtMZb4ppBIb5LCx1p_VT03UEWDf!2e10!7i5376!8i2688
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グヌンレウセル国立公園
グヌンレウセル国立公
園はスマトラ島の手付
かずの自然が残ってい
る場所で、インドネシ
アの世界自然遺産にも
含まれています。オラ
ンウータンの生息地と
して有名で、他にもス
マトラトラやスマトラ
ゾウなどの絶滅危惧種
を保護している国立公
園です。
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ドバ湖
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トバ湖

東南アジア最大の湖。７万
５千年前の火山噴火により
出来、湖の最深部は、
450m以上の深さになりま
す。断崖、丘陵、瀑布など
すばらしい景観に取り囲ま
れており、周辺に住むバタ
ク族はさまざまに彩色した
船の形の木造住宅に居住し
ています。

Bukit Burung - Google マップ

https://www.google.com/maps/@2.6316978,98.6549115,3a,75y,158.09h,87.72t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMUDHC7YQgRuehPiaGBIfskA16o_lMorhSmdYEX!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMUDHC7YQgRuehPiaGBIfskA16o_lMorhSmdYEX%3Dw203-h100-k-no-pi-10-ya20-ro0-fo100!7i6912!8i3456


25

Jl. Raya Simanindo - Google マップ ドバ湖の中のサモシー
ル島の風景

多くの舟形の屋根の家がある。
サモシール島は、カルデラ湖で
あるトバ湖に浮かぶ火山島であ
る。面積は約630 km 。
湖と共に約7万5,000年程前に起
きた巨大火山（スーパーボル
ケーノ）の噴火によって誕生し
た。かつては対岸のカルデラと
は西の細い地峡により繋がっ

…

https://www.google.com/maps/@2.7358298,98.7036085,3a,75y,25.99h,80.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sg6gAOGAB_bHYbjkih9D4Vw!2e0!7i13312!8i6656
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Jl. Lkr. Tuktuk - Google マップ
島内観光の中心はトゥ
クトゥク
（Tuktuk）・トモッ
ク（Tomok）といっ
た島東部の地区

https://www.google.com/maps/@2.6692602,98.8579999,3a,75y,228.58h,88.63t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBndDgJ-VrOQqFPUg5GxlxA!2e0!7i13312!8i6656
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トバ湖 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@2.7070735,98.6062346,3a,75y,200.53h,89.51t/data=!3m7!1e1!3m5!1sqiLddLVrSXbEMVb-WpgQaA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DqiLddLVrSXbEMVb-WpgQaA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D280%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
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マス コテージズ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@2.6790495,98.8433465,3a,75y,147.94h,88.01t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN3BZ3JuM75bh04o3oUJZJKNz64NyZ4u_rdl7cA!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN3BZ3JuM75bh04o3oUJZJKNz64NyZ4u_rdl7cA%3Dw203-h100-k-no-pi-20-ya339-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
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Huta Siallagan - Google マップ マスコッテージ

https://www.google.com/maps/@2.678846,98.8364954,3a,75y,320.56h,100.18t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMNPCEv7EaFVyjHnJqSBxOVoBSzbhDa0ijuJpnj!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMNPCEv7EaFVyjHnJqSBxOVoBSzbhDa0ijuJpnj%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya12.49813-ro-0-fo100!7i7070!8i3535
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ボラギットという滝のあ
る自然公園があります。
シボラギットの入口から
2時間ほど森の中を進ん
でいくと見えるのが2つ
の滝。この滝は地元の人
から「2色の滝」とよば
れていて、ひとつは青色、
もうひとつは白色をして
います。2色の滝の滝壺
では観光客や地元の若者
たちが飛び込んだり滝に
打たれたり、賑わってい
る観光スポット。

ボラギット滝
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ブラスタギからパラパットへつ
ながる道の途中にある印象的な
滝がシピソピソの滝です。滝は
120mの崖から深い渓谷へと落ち
ており、スリル満点の景観を楽
しむ事が出来ます。丘の頂上か
らはドバ湖が見渡せ、素晴らし
い展望が広がっています。

シピソピソの滝

Air Terjun Sipiso Piso - Google マップ

https://www.google.com/maps/@2.9164264,98.5195298,3a,75y,303.12h,118.69t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMJoxiGHFTqntN88siA33CDCHuAYbCHKuffG9Xe!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMJoxiGHFTqntN88siA33CDCHuAYbCHKuffG9Xe%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya54.3252-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
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17 Jl. Jend. Sudirman - Google マップ

西海岸の パルス地区

https://www.google.com/maps/@2.0126375,98.3988718,3a,75y,16.17h,90.77t/data=!3m7!1e1!3m5!1szyRQap-giL4-bVbwpdyrxA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DzyRQap-giL4-bVbwpdyrxA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D262.16208%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
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16 Jl. K. S. Tubun - Google マップ 西海岸のパルス

https://www.google.com/maps/@2.0118283,98.3961927,3a,42y,64.79h,74.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1su23t2oork3lFGBXBOlQX_Q!2e0!7i16384!8i8192
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ミナンカバウ国際空港



ブキティンギ, 西スマトラ

• スマトラ島中部の西岸部分を占める西スマトラ州の州

都パダンから北へ約90kmの場所、アガム高原の中央部

に位置する。

• 町の規模は小さい。標高約900mに位置するブキティン

ギの平均気温は約23℃で、秋のような過ごしやすい気

候で、まさにインドネシアの避暑地です。

• 周囲をムラピ山、シンガラン山、サゴ山、パサマン山

などの山々に囲まれ、西スマトラでも随一と言われる

美しい景観をもっているため、植民地時代から多くの

観光客が訪れていた。

• 現在でも、世界最大の母系社会として知られるミナン

カバウ族の伝統的な文化に触れることができるため、

外国人観光客が多く訪れている。
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ミナンカバウ人

• ミナン人やパダン人の名前でも知
られている。

• インドネシア・西スマトラ州の高
地に住んでいる民族集団である。

• ミナンカバウ人は母系社会として
有名であり、財産や土地は、母か
ら娘に相続される。

• いっぽう、宗教的儀式や政治にお
いては一部で女性が重要な役割を
果たすとはいえ、男性が中心と
なって行われる。

36

伝統衣装に身を包んだミナンカバウ人の女性
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ブキティンギ, 西スマトラ - Google マップ

ブキティンギ, 西スマトラ

https://www.google.com/maps/@-0.307709,100.3703338,3a,75y,16.04h,80.25t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOQ3aHCDB9hu8KU4Vh2rpUA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DOQ3aHCDB9hu8KU4Vh2rpUA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D291.77896%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
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ブキティンギ - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2+%E8%A5%BF%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%A9+%E3%83%96%E3%82%AD%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AE/@-0.3039178,100.383479,3a,111.2y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNTkyv5c3ZumRUVejni5cNRPLT6_YBISSCNJ41I!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNTkyv5c3ZumRUVejni5cNRPLT6_YBISSCNJ41I%3Dw203-h134-k-no!7i612!8i405!4m5!3m4!1s0x2fd538a460df4be1:0xc940d13d891ab206!8m2!3d-0.3039197!4d100.3834802
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ブキティンギ - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2+%E8%A5%BF%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%A9+%E3%83%96%E3%82%AD%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AE/@-0.3039178,100.383479,3a,82y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOZ4ASM7aw7P5KJAm9LQv8kJCKWEiH5506zHRbg!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOZ4ASM7aw7P5KJAm9LQv8kJCKWEiH5506zHRbg%3Dw203-h163-k-no!7i612!8i492!4m5!3m4!1s0x2fd538a460df4be1:0xc940d13d891ab206!8m2!3d-0.3039197!4d100.3834802
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Sianok Valley Panoramic - Google 
マップブキティンギ （インドネシア）

https://www.google.com/maps/@-0.3083445,100.3642349,3a,55.4y,221.51h,72.18t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMH3I1M5TPx1RxaYtvCwEWv4qoGU1aNAIWru2Dh!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMH3I1M5TPx1RxaYtvCwEWv4qoGU1aNAIWru2Dh%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya103.90603-ro-0-fo100!7i3584!8i1792
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Japanese tunnel - Google マップ 日本トンネル

https://www.google.com/maps/@-0.3078486,100.365854,3a,75y,101.65h,87.28t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPxRfnR8XDdplEoWjOG8cg1DWuk3oltG_BpqPjw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPxRfnR8XDdplEoWjOG8cg1DWuk3oltG_BpqPjw%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya248.3987-ro0-fo100!7i10240!8i5120
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ブキティンギ, 西スマトラ - Google マップ 8 Jl. Veteran - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-0.2970612,100.367719,3a,75y,240.77h,98.69t/data=!3m7!1e1!3m5!1sI7Ci8y_tl3vRG0E-_tqPbw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DI7Ci8y_tl3vRG0E-_tqPbw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D357.2613%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@-0.298965,100.3684876,3a,75y,210.04h,91.92t/data=!3m7!1e1!3m5!1sW-Uci5-lvNwruUsKI9ZS3w!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DW-Uci5-lvNwruUsKI9ZS3w%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D114.650536%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
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ブキティンギ, 西スマトラ - Google マップ ブキティンギ, 西スマトラ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-0.3053254,100.3695778,3a,75y,33.18h,89.6t/data=!3m7!1e1!3m5!1s9RUES7Gk6yAj_xvirhV6HA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D9RUES7Gk6yAj_xvirhV6HA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D37.752228%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-0.3044979,100.3697794,3a,75y,35.85h,86.4t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5AywZx3xidiwGCjfGe5Opw!2e0!7i13312!8i6656
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インドネシア木造建築研究序説: Introduction to the 
manifestation of Indonesian wooden Architecture 
(sumai.org)

http://www.sumai.org/asia/refer/its2015j.htm
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Tanjung Tinggi Beach - Google マップ

タンジュンティギ・ビーチ

タンジュン・ティンギ・ビーチ
は、インドネシアのスマトラ島
とカリマンタン島の間にあるカ
リマタ海峡に浮かぶブリトゥン
島の北部にあるビーチです。
2008年に映画化されたインドネ
シア映画「虹の少年たち」とい
う作品でロケ地に使われたこと
で知られています。
サラサラで白い砂浜が続くビー
チには丸みを帯びた巨大な岩が
いくつも転がっていて、大きな
岩は高さ数メートルもあり、黒
い岩と青い空、海とのコントラ
ストが美しい絶景スポットです。
海自体は遠浅で、水の透明度も
高く、海水浴をする家族連れで
にぎわっており、パラソルやベ
ンチのレンタルも利用できます。

https://www.google.com/maps/@-2.5519209,107.7139594,3a,75y,355.05h,96.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipMGz53Hhv3a2wOTJt5I4iqfECEsBeROUDNCkqDz!2e10!7i10000!8i5000
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タンジュンティンギビーチ自体は、白い砂と花崗
岩の岩で覆われた、長さ約100mの沿岸帯です。
ビーチの東部にはトンネルの形をした岩があり、
そこに沿って散歩することができます。海岸線の
周りに生えている木々は、ビーチエリアに特別な
魅力と快適さを与えます。タンジュンティンギエ
リアの海は穏やかで、穏やかなアプローチと砂底
があり、泳ぐのに快適です。

ビーチにはインフラがほとんどないので、ここに
行くと、食べ物や水を持って行くのが理にかなっ
ています。リラックスした休日に加えて、タン
ジュンティンギビーチへの訪問者はまた、美しい
風景と快適な雰囲気に魅了されています。アク
ティブなレジャーオプションの中で、彼らは水上
スキーとバナナスキー、パラセーリング、ダイビ
ング、海釣りを楽しむことができます。ビーチの
近くには、シュノーケリングが好きな人にとって
興味深い、海洋動物が生息するサンゴ礁がありま
す。沿岸水域で泳ぐときは、クラゲに注意する必
要があります。
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Hady Pratama - Google マップ

タンジュンティンギ ビーチ (Tanjung Tinggi beach) 
(1001beach.com)

https://www.google.com/maps/@-2.550829,107.7146765,3a,75y,172.97h,88.03t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMhPeAjWuXPuTijgRLRoTzCg0_0xoVgTxl-JWmz!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMhPeAjWuXPuTijgRLRoTzCg0_0xoVgTxl-JWmz%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya3.1161726-ro-0-fo100!7i2508!8i1254
https://1001beach.com/ja/southeast_asia/indonesia/belitung/tanjung_tinggi#beach_content
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レングアス ビーチ (Lengkuas beach) (1001beach.com)

岸と海岸の底は、金色とピンク色の柔らかい
真っ白な砂で覆われている。レンクアスの水は
とても澄んでいて、マスクなしで水中生物を見
ることができる。島の海岸近くには、さまざま
な種類の色とりどりの魚、手付かずのサンゴ礁、
そして膨大な数のヒトデが生息している。適度
に穏やかで浅い水は、ビーチを水泳やシュノー
ケリングに理想的な場所。

島とレンクアスビーチの誇りは、有名な古い灯
台だ。 1882年にオランダ人によって建造され、
現在もビリトン諸島を航行する船の管理におい
て主要な機能を維持している。灯台はレンクア
スのどこからでも見ることができ、建物の高さ
は約50メートルで、12階建ての建物に相当。行
楽客にとって、灯台は写真の優れた背景を作成
し、塔の最上階から美しいパノラマビューを楽
しむユニークな機会を提供している。

https://1001beach.com/ja/southeast_asia/indonesia/belitung/lengkuas
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Gunung Sibayak (Mount Sibayak) - Google マップ

スマトラ島にある火山 メダンとドバ湖の間

https://www.google.com/maps/@3.2390177,98.5060577,3a,75y,245.83h,86.28t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPCjwVjeBCC87NK1sPdupabUIEL8_AlrErSB0ry!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPCjwVjeBCC87NK1sPdupabUIEL8_AlrErSB0ry%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya83.55264-ro-0-fo100!7i9728!8i4864
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Shri Mariamman Temple 口コミ・写真・地図・情報 - ト
リップアドバイザー (tripadvisor.jp)

https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g297725-d3683159-Reviews-Shri_Mariamman_Temple-Medan_North_Sumatra_Sumatra.html#/media-atf/3683159/64339510:p/?albumid=-160&type=0&category=-160
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マダカリプラの滝

Madakaripura Waterfall - Google マップMadakaripura Waterfall - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-7.8540925,113.0081579,3a,75y,214.12h,112.46t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMRCvOZJByxXJxodNHZ7Jj_6kfv4yzOwHXe5ftJ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMRCvOZJByxXJxodNHZ7Jj_6kfv4yzOwHXe5ftJ%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya111.28993-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@-7.8540238,113.0089116,3a,90y,210.65h,88t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMo5vxG3kXQQu4Wx42vWbo_ABBoTtWIT_d1OWNa!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMo5vxG3kXQQu4Wx42vWbo_ABBoTtWIT_d1OWNa%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya35.50155-ro-0-fo100!7i2676!8i1175


インドネシア（第１回）スマトラ島

吉岡 芳夫

インターネット世界旅行
２０２２/１２/２３（金）
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おわり

インドネシア共和国観光省公式ページ インドネシアに
ついて (visitindonesia.jp)

https://www.visitindonesia.jp/info/index.html
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