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（第２回）ジャワ島とバリ島

ジャワ島

ジャワ島は首都ジャカルタがある島で、
インドネシアの全人口の約6割がジャワ
島で暮らしている。世界第1位の人口を
有する島で、慢性的な渋滞が問題。イン
ドネシアの経済と政治の中心として、イ
ンドネシアの重要な役目を担う街。

世界遺産指定の歴史的な建造物も残って
いる。シャイレンドラ王朝時代に建立さ
れたボロブドゥール遺跡や、ジャワ建築
の最高傑作と言われるプランバナン寺院
などが見どころ。

【インドネシア】ジャワ島でおすすめの観光スポット12選！インド
ネシアを満喫！ - おすすめ旅行を探すならトラベルブック
(TravelBook)

つづき

https://www.travelbook.co.jp/topic/55760
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Google Earth

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2/@-8.31048801,113.62485764,355.97793741a,576035.30219235d,35y,-36.2581589h,58.52719492t,0r/data=CigiJgokCbutf8ik_klAEZRWK6l5jklAGWbxFUC3Qy9AIYm6iOTkRSlA
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スメル山 ブロモ山 セウ滝 火山と滝の名所
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Enjoying the sunrise a little more before having to 
disassemble the tents - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-7.9146732,112.939193,3a,50y,336.46h,88.04t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMK_ivFNYdCILS2j3kzH3EiCHNFb3eIfQuSEpQi!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMK_ivFNYdCILS2j3kzH3EiCHNFb3eIfQuSEpQi%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya318.11896-ro0-fo100!7i12000!8i6000
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ブロモ山はインド
ネシアの最も訪問
された火山の1つ。
スラバヤから日帰
り観光も可能であ
る。カルデラの南
方にはジャワ島で
最も高い火山のス
メル山がある。
テンゲル・カルデ
ラ、手前の目立つ
円錐台形の山はバ
トー山スコリア丘。
その左後がブロモ
山。奥の高峰はス
メル山。

ブロモ山

Илья Основ - Google マップ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%AB%E5%B1%B1
https://www.google.com/maps/@-7.9408415,112.9549412,3a,75y,212.58h,75.45t,357.06r/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPYWq6b2emVB20Ir-lmQrV3upUGua1G6S6Je1Ma!2e10!7i5760!8i2880
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Ronnie Ang - Google マップ

Hasbi Asyadiq -
Google マップ

ブロモ山

ブロモ山の火口

ブロモ山のすそ野

https://www.google.com/maps/@-7.9425292,112.9528873,3a,75y,263.5h,82.6t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOPuGSf_XSMQB5kXn-GD2mDSeNm8-hYEL15NwPs!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOPuGSf_XSMQB5kXn-GD2mDSeNm8-hYEL15NwPs%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya248.57875-ro-0-fo100!7i5660!8i2830
https://www.google.com/maps/@-7.9430556,112.9538889,3a,75y,271.02h,86.63t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNYaloh6dRKBNxKHfeLLB3MIvdYU0-0pC44jmSj!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNYaloh6dRKBNxKHfeLLB3MIvdYU0-0pC44jmSj%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya73.52246-ro-0-fo100!7i2508!8i1254


7

Google Earth
インドネシアのジャワ島にあ
る火山。ジャワ島の最高峰で
あり、標高は 3,676m。最も活
動している火山の1つである。
山名は古代インドにおいて世
界の中心にそびえる聖山とさ
れていたスメール山（須弥山）
に由来する。

山頂火口での頻発する小規模な
ブルカノ式噴火でよく知られて
いる。スメル山の噴火歴は多
く、1818年以降少なくとも55
回の噴火が記録されており、そ
のうち10回の噴火では犠牲者
が出ている。溶岩流や火砕流
が記録されている。やや規則的
に中規模の噴火を繰り返す。
1967年以降は定常的に噴火を
繰り返し、10分おきぐらいに
小爆発を繰り返している。

スメル山

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2/@-8.17812857,112.94891659,943.35107559a,22532.78148687d,35y,-39.27984058h,60.17390699t,0r/data=CmUaOxI1CiUweDJkZDYxMWMzZTYxOGEwZGI6MHg3MzI0MTdmOTA1YjRjM2U5KgxQdW5jYWsgQnVuZHUYASABIiYKJAm7rX_IpP5JQBGUViupeY5JQBlm8RVAt0MvQCGJuojk5EUpQA
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トゥンパックセウ滝
セウ滝（トゥンパックセウ滝）は、
スメル山のすそ野にある。
インドネシアのジャワ州にある大迫
力の滝で、東ジャワで最も美しい滝
とも言われているスポット。
ジャングルの中にあるが、バスや車
を利用して簡単に行くことができる
ので、家族旅行や一人旅行などにも
おすすめ。
体力に自信のある方は自然を感じな
がらセウ滝までハイキングをするこ
とができる。濡れても良い服装や
靴、スマートフォンの防水などの事
前準備をしていくことをおすすめす
る。

トゥンパックセウ滝:インドネシア、東ジャワの千の滝
(theworldtravelguy.com)

https://theworldtravelguy.com/tumpak-sewu-waterfall-in-east-java-indonesia/
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トゥンパックセウの滝は、滝と呼ばれ
ているが、千の滝をまとめたようなも
のであるため、ローカルのJava言語か
ら大まかに翻訳された名前は「多くの
滝」を意味する。

これらは、ジュラシックパークからす
ぐに何かのように見える馬蹄形のジャ
ングル渓谷に雷が降り注ぐ!

トゥンパックセウはブロモ山に行く途
中に簡単に訪れることができます。

chrysander elenio - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-8.2309389,112.9163437,3a,75y,343.13h,80.47t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN-3xMX6yn8WLvGeK_VQZuRQ4hcdXNysbIAtSfU!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN-3xMX6yn8WLvGeK_VQZuRQ4hcdXNysbIAtSfU%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya18.592281-ro-0-fo100!7i6080!8i3040
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Mainan Nejjah - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-8.2307478,112.9160932,3a,75y,189.36h,86.2t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMTxof2579ECKfmQG8kbCm_40VavWz_C1e_-Jfr!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMTxof2579ECKfmQG8kbCm_40VavWz_C1e_-Jfr%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya76.40514-ro-0-fo100!7i8192!8i4096
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chrysander elenio - Google マップ Tumpak Sewu Waterfall - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-8.2297134,112.9175339,3a,75y,212.32h,103.03t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMpRh0tYOxmGja5-kIigHcJmDrSyUyMa_qJjp7O!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMpRh0tYOxmGja5-kIigHcJmDrSyUyMa_qJjp7O%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya2.3749046-ro-0-fo100!7i6080!8i3040
https://www.google.com/maps/@-8.230649,112.9172592,3a,75y,346.74h,28.92t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP2McwLaldV0-Hw1o-fEV4mo5MRTiB2-AQC5_vZ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP2McwLaldV0-Hw1o-fEV4mo5MRTiB2-AQC5_vZ%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya258.47314-ro0-fo100!7i8192!8i4096
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M Sueb - Google マップ anggara jaya wardhana - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-8.2301532,112.9172216,3a,75y,11.62h,100.11t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOQXcenbvUKic8h0zPBrV05PJzr8PjSKezIi6_6!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOQXcenbvUKic8h0zPBrV05PJzr8PjSKezIi6_6%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya117.23359-ro0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@-8.2330563,112.918556,3a,90y,91.91h,98.85t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNJUKYAsevTwJVOPsVoHjkizqs4TkGy9A2Ye1Wp!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNJUKYAsevTwJVOPsVoHjkizqs4TkGy9A2Ye1Wp%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya71.98231-ro-0-fo100!7i5660!8i2830
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ボロブドゥール寺院 ボロブドゥール寺院 - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%9C%E3%83%AD%E3%83%96%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%AF%BA%E9%99%A2/@-7.0204567,110.6559836,7.9z/data=!4m5!3m4!1s0x2e7a8cf009a7d697:0xdd34334744dc3cb!8m2!3d-7.6078738!4d110.2037513
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ボロブドゥール寺院

世界文化遺産にも要録されてい
る石造りの遺跡群。
西暦780年～840年の間に建て
られたと言われおり、世界的に
も大規模の仏教遺産として有
名。
遺跡面積は約1.5万㎡もあった
とされていて、石で作られた細
かい浮き彫りや世界最大級の仏
塔などが特徴。
ジャカルタから約40㎞約90㎞離
れている。

ボロブドゥール寺院周辺には、
多くの宿泊施設があるため多く
の人で賑わうエリアだ。観光客
の少ない朝方がおすすめ。



16

Google Earth ボロブドゥール寺院

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%9c%e3%83%ad%e3%83%96%e3%83%89%e3%82%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%af%ba%e9%99%a2/@-7.60805466,110.20358652,264.63648533a,545.33359027d,35y,50.75562073h,59.99999769t,0r/data=CigiJgokCYqjA8jHWuc_ESmZltM3gALAGZz3tt1JPF1AIbu1ImQ4pVtA
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Google Earth

ボロブドゥール寺院の頂上

Google Earth

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%9c%e3%83%ad%e3%83%96%e3%83%89%e3%82%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%af%ba%e9%99%a2/@-7.6080337,110.203834,268.00851895a,0d,60y,13.6155451h,97.90729554t,0r/data=CigiJgokCYqjA8jHWuc_ESmZltM3gALAGZz3tt1JPF1AIbu1ImQ4pVtAIjAKLEFGMVFpcFBQMTl6V3EtazRSTGZTT3owNTQxSU1FTC1DcnVWMXhxSDVZMVBXEAU
https://earth.google.com/web/search/%e3%83%9c%e3%83%ad%e3%83%96%e3%83%89%e3%82%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%af%ba%e9%99%a2/@-7.6080523,110.2037833,267.70552322a,0d,59.73232482y,247.56064378h,82.82027317t,0r/data=CigiJgokCYqjA8jHWuc_ESmZltM3gALAGZz3tt1JPF1AIbu1ImQ4pVtAIjAKLEFGMVFpcE9OaEFESl94VXJjUE1DellHQlNSMU5IMVJSNEh0RHZLSV9OOXNPEAU
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Google Earth

ボロブドゥール寺院
遠くに見える

Google Earth

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%9c%e3%83%ad%e3%83%96%e3%83%89%e3%82%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%af%ba%e9%99%a2/@-7.60797265,110.20615407,247.87598425a,0d,27.86808974y,268.60067717h,95.16861851t,0r/data=CigiJgokCYqjA8jHWuc_ESmZltM3gALAGZz3tt1JPF1AIbu1ImQ4pVtAIhoKFnlMLVJGVTBjNmdxNnJjNENHaGFSWmcQAg
https://earth.google.com/web/search/%e3%83%9c%e3%83%ad%e3%83%96%e3%83%89%e3%82%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%af%ba%e9%99%a2/@-7.60799248,110.20492435,252.35048551a,0d,60y,269.87996941h,96.7449942t,0r/data=CigiJgokCYqjA8jHWuc_ESmZltM3gALAGZz3tt1JPF1AIbu1ImQ4pVtAIhoKFldDQ3FEdUllM3JfQzhLbF9EZlVYUEEQAg
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Google Earth

ボロブドゥール寺院の
入り口付近

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%9c%e3%83%ad%e3%83%96%e3%83%89%e3%82%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%af%ba%e9%99%a2/@-7.60799702,110.20424896,267.92270916a,0d,60y,270.82528755h,104.73304118t,0r/data=CigiJgokCYqjA8jHWuc_ESmZltM3gALAGZz3tt1JPF1AIbu1ImQ4pVtAIhoKFmI2ZXBjZUt4YnZRenZNX0pwOHdiX1EQAg
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Google Earth
ボロブドゥール寺院の頂上への途中

たくさんの彫刻がある

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%9c%e3%83%ad%e3%83%96%e3%83%89%e3%82%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%af%ba%e9%99%a2/@-7.60765547,110.20344178,271.61755371a,0d,60y,178.89464201h,88.2025433t,0r/data=CigiJgokCYqjA8jHWuc_ESmZltM3gALAGZz3tt1JPF1AIbu1ImQ4pVtAIhoKFk9tblZ6ckt2RXpiUXlQWVRiWk9yaXcQAg


バリ島のデンパサール

インドネシアのバリ島南部
に位置し、バリ州の州都で
あるデンパサールの東岸に
あるのどかなサヌールビー
チでは、海から昇る日の出
が拝める。

近くにあるブランジョン寺
院には、10 世紀の碑文が
残された石柱が、バリ博物
館には、バリの伝統的な衣
装や宗教的な道具といった
文化遺物の膨大なコレク
ションが展示されている。
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Google Earth

https://earth.google.com/web/@-8.0881668,113.35470235,315.1674569a,1030520.57445958d,35y,1.60574881h,0t,0r


バリ島
自然が多く残され、独特の文化やダンスが残っている観光地として知名度の高

い「バリ島」は、東南アジアのインドネシア共和国・首都ジャカルタがある

ジャワ島の東側、バリ州に属した島です。

バリ島には紀元前2000年頃から人が住み始め、紀元前1世紀頃からインド・中

国・ベトナムなどの各国の文化や金属器などを取り入れ始めたと言われていま

す。現在もウブドの寺院に当時の世界最大級の銅鼓が残されています。

バリ島はかつて稲作を中心とした産業が盛んでしたが、19世紀末頃からオラン

ダ植民地時代が始まり、その後オランダを通じて欧米へバリ島が紹介されまし

た。そして1924年に初の観光船、1928年に初のホテルが建てられ、「神々が住

む癒しの島」と言われているバリ島は人気を集めていくようになりました。

自然豊かな山「ウブド」、数多くの寺院、サーフィンなどマリンスポーツや

ビーチを楽しめる海、リゾート、伝統的舞踊など観光スポットが多くあります。

観光の際に味わえる伝統料理も人気のひとつです。
22
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デンパサル - Google マップ

サヌールスミニャック地区

バリ島 デンパサル

https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2+%E3%83%90%E3%83%AA%E5%B7%9E+%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B5%E3%83%AB/@-8.6867329,115.2229648,11.21z/data=!4m5!3m4!1s0x2dd2409b0e5e80db:0xe27334e8ccb9374a!8m2!3d-8.6704582!4d115.2126293
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バリ島の白浜ビーチ

インドネシア旅行では、普段出会うことので
きないユニークな動物との触れ合いを楽しん
でみてはいかが。

インドネシアでは個性的でバラエティに富ん
だツアーがたくさん実施されています。

つぶらな瞳がたまらない大人気の象に乗っ
て、ジャングルを散策できる象乗りツアー

ラクダに乗ってビーチを散歩するツアー

夜の動物園を散策する珍しいツアー

などいろいろなものがある。

かわいい動物と触れ合えば、自然と笑顔がこ
ぼれること間違いなし。家族や友達と楽しい
体験を共有して、素敵な思い出を残してくだ
さい。
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これは、私の絵です。
２０号 油彩

２０２２年 福井市美展入選
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jofree shimray - Google マップ

Łukasz - Google マップ

デンパサールの東海岸

遠浅の海
潮が満ちてくるとう皆か」

https://www.google.com/maps/@-8.7066393,115.2636295,3a,75y,355.36h,91.42t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMpcbhbpwgcwI3okse2dN7BwnEuLriV8xmuILt5!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMpcbhbpwgcwI3okse2dN7BwnEuLriV8xmuILt5%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya29.755184-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@-8.7072741,115.2647532,3a,75y,184.79h,68.98t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO6WdyJtuUu2R-xzKVnr5Vc11clKilYEp3eKE4s!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO6WdyJtuUu2R-xzKVnr5Vc11clKilYEp3eKE4s%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya59.71914-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
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ホテル・フェアモント・サヌール・ビーチ - バリ -
Google マップ

ホテル・フェアモント・サヌール・
ビーチ - バリ - Google マップ

デンパサールの東岸の
ホテル

Пляж Санур (Sanur) ⛱️ - YouTube

https://www.google.com/maps/@-8.706849,115.262455,3a,75y,191.32h,76.93t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOKzN5eS0egNAwQ1P_wfdew7zaggHg75sKA3G9n!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOKzN5eS0egNAwQ1P_wfdew7zaggHg75sKA3G9n%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya297.48712-ro0-fo100!7i8000!8i4000
https://www.google.com/maps/@-8.7056772,115.2622488,3a,75y,315.26h,96.42t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipNmfni31iieBe5QFQv-_pscipzsI-FwN5sHzeku!2e10!7i10000!8i5000
https://www.youtube.com/watch?v=MCFAVcTgG1c
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Google Earth デンパサールの西海岸

https://earth.google.com/web/@-8.6492717,115.1170583,2.90135897a,0d,32.61101721y,118.91316581h,80.08198875t,0r/data=IjAKLEFGMVFpcFBWZmhIYnZzMVFjQ3NwVWJJamdVQ2RlVERtTVd4MndocmxwT2ItEAU
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タナロット寺院 - Google マップ 満ち潮で海になる

https://www.google.com/maps/@-8.621213,115.086807,3a,68.8y,239.89h,99.24t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPLPpyrMPZC4q11s0ZBFhlcJIg3w6gLeUOIDcgt!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPLPpyrMPZC4q11s0ZBFhlcJIg3w6gLeUOIDcgt%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya39.12682-ro0-fo100!7i6080!8i3040
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タナロット寺院 -
Google マップ

タナ・ロット
寺院 -
Google マッ
プ

https://www.google.com/maps/@-8.54504,115.11996,3a,75y,115.25h,93.24t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP4ScFtNMksZA6gkCtWzdPFCLG1s7uYOOoNZ-pF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP4ScFtNMksZA6gkCtWzdPFCLG1s7uYOOoNZ-pF%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya269.71323-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@-8.6205971,115.0867573,3a,41.3y,346.5h,91.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPvEN_Be0NZRmdTHNvbcLaPH5Bodh5YDospOVWk!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPvEN_Be0NZRmdTHNvbcLaPH5Bodh5YDospOVWk%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya36.95392-ro-0-fo100!7i4608!8i2304
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Google Earth

Google Earth

https://earth.google.com/web/@-8.6520283,115.1214178,2.93176281a,0d,64.15239797y,271.76450491h,99.23389582t,0r/data=IjAKLEFGMVFpcE84OEVhLTloVWtfZ0k5TjdQTmcya2p4N080eTFvNU1wRjNlRjdDEAU
https://earth.google.com/web/@-8.6556955,115.1257361,6.10495886a,0d,60y,129.30982167h,93.75839911t,0r/data=IjAKLEFGMVFpcE9FWmZEZV9zTVgtTnJJeE5YcmpVZkZvb3FSQXRPU3ZtNDhoZ1NJEAU
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Google Earth

ウルワツ寺院

ケチャダンス

インド洋の彼方に沈みゆく
夕日を眺めつつ、断崖絶壁
が間近に迫る野外劇場で迫
力あるケチャダンスを楽し
むことができる。

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%af%e3%83%84%e5%af%ba%e9%99%a2/@-8.82942294,115.08486505,46.98421663a,483.14595885d,35y,137.18701101h,47.3219247t,-0r/data=CnwaUhJMCiQweDJkZDI0ZmZjMjBjYjgxOTE6MHhjYjk4ZDFiYTdkYjA0OTUZzWYfdYWoIcAhGq1ZHW_FXEAqEuOCpuODq-ODr-ODhOWvuumZohgCIAEiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClA
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ケチャダンスとは？バリ島の伝統的ダンスの歴史や特徴
を紹介！ | 世界雑学ノート (world-note.com)

Indonesia, Bali, Kecak dance, Borobudur, Bromo -
YouTube

https://world-note.com/kecak/
https://www.youtube.com/watch?v=2WHx2ITKtUg&t=299s


インドネシア（第２回）ジャワ島

吉岡 芳夫

インターネット世界旅行
２０２３/１/２５（水）
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