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Buna ziua! ～祝日本・ルーマニア国交樹立100周年～



Romania
ルーマニア

ウクライナ

ハンガリー

ブルガリア

セルビア

モルドバ

黒海

ポーランド

ドイツ

ギリシャ

イタリア

ブカレスト

面積：約２３.８万平方キロメートル
（日本の本州+四国とほぼ同じ大きさ）

人口：約１,９４０万人
(在留日本人は344人〈2020年4月時点〉)

首都：ブカレスト（人口約215万人）

非常に美しいブカレストの街
並みは、戦前「東欧のパリ」
「バルカンの小パリ」と呼ば
れていました。

場所・人口



国土・地形

一番高い山頂はモルドヴェアヌ山頂
（高さ2544ｍ）

カルパチア山脈

黒海

河川流域の3割（29.9%）がルーマニアにあり、

ブルガリアとの自然国境となっています。

黒海に流れ込む前にドナウ・デルタを形成しています。

ドナウ川

東部は黒海に面し、南部のブルガリアと

の国境沿いにはドナウ川が流れ、国の中

央にはカルパチア山脈が広がっています。

ドナウ・デルタ



言語
ルーマニア語（公用語）
ハンガリー語

気候
温帯・大陸性気候
四季がある

日本との時差
7時間

（サマータイム 6時間）

宗教
ルーマニア正教
プロテスタント
ローマカトリックなど

国土
山地（31％）
丘陵地（36％）
平地（33％）

民族
ルーマニア人:89.9％
ハンガリー人:6.5％
など

政治・議会
共和制

二院制（上院・下院）

自然・文化など

国花は
ドッグローズ
だよ。

ルーマニアには、シャモア
（カモシカの一種）、ペリ
カン、ヨーロッパミンク、
オオヤマネコなどが生息し
ているよ！

▼シャモア



国旗・国歌

1989年の政変以後、青、黄、赤
の縦3色旗となっています。

青色が空、

黄色が穀物（鉱物）、

赤色が独立闘争、国民の勇気

を表していると言われています。

♪国歌：Deșteaptă-te, române! (目覚めよ！ルーマニア人)

現在の国歌も1989年から採用されており、歌詞は11番まであります。実際

に合唱する際は、1番→2番→4番→11番、あるいは1番→4番→2番、また

は1番と2番のみで歌われることが普通です。歌詞のなかでは、ルーマニア

人がローマ人の子孫であることを主張しています。

▼国章

1918年12月1日
にルーマニアが統
一されたことから、

12月1日は

国家記念日
(ナショナルデー)
となっています。



歴史

年 ルーマニア 略史

106年 ローマ帝国による征服、ロマニアとよばれる。

14世紀 ワラキア公国とモルドバ公国が建国される。

15世紀末 オスマン帝国により支配される。

1878年 オスマン帝国から独立する。

1881年 ルーマニア王国が発足。

1918年
第一次世界大戦後、トランシルバニアとの統一。
大ルーマニア帝国となる。

1947年 王政を廃止し、ルーマニア人民共和国が成立。

1989年
政変により一党独裁を廃止し、国名をルーマニアに
あらためる。(ルーマニア革命)

2004年 NATO（北大西洋条約機構）加盟

2007年 EU（欧州連合）加盟

1902年 外交樹立のための最初の協議を開催

1921年
東京にルーマニア公使館が開設
（公式外交関係樹立）

1944年 外交関係中断（1959年、再開）

2002年
ルーマニアのイリエスク大統領が来日し
「日本とルーマニアの友好、協力とパート
ナーシップ共同声明」に調印

2009年 秋篠宮両殿下がルーマニアを公式訪問

2013年
両国外相間で「日本－ルーマニアの新たな
パートナーシップに関する外相共同声明」
が署名される。

2019年 ヨハニス大統領、即位の礼正殿の儀参列

2021年 外交樹立100周年

日本と
ルーマニアの関係

現在、日本に住んでいるルーマニア人は2250人、
そのうち愛知県には全国で3番目に多い227人が住んで
います。



世界遺産

（ルーマニア政府観光局より）

世界文化遺産
◆トランシルヴァニア要塞教会群…トランシルヴァニア地方を、３世紀オスマント

ルコ帝国からの侵略と戦うため村民を守った強固な、城壁の厚い要塞群。

◆ホレズ修道院…1697年にこの地を統治した領主コンスタンティン・ブルンコヴェ

アヌによって創立された修道院。ブルンコヴェネスク様式と呼ばれる独創的なデザイ

ンが特徴です。

◆ダキア人要塞群…紀元前、ルーマニア人の先祖であるダキア人と侵略戦争をしか

けてきた古代ローマ帝国との戦いの歴史がこの要塞群。

◆ブコヴィナ地方の修道院…15～16世紀に建立されたブコヴィナ地方の美しい修道

院。外壁に書かれた美しいフレスコ画が特徴です。

◆シギショアラ歴史地区…かつてのトランシルヴァニアの領主たちが生きていた中世

の街並みが当時と同じくそのまま残っている、歴史ある街。ドラキュラの伯爵の実家

も残されています。

◆マラムレシュ地方の木造教会…教会のすべてが木造で建築されており、魚のウロ

コのようなパターンにカットされた木の屋根瓦、とんがり帽のカタチをした屋根が特

徴です。

◆ロシア・モンタナの鉱山景観 …2021年、新たに追加された世界遺産。ルーマニ

ア西部アプセニ山地のあるアルバ郡に位置する、古代ローマ時代以来の鉱山。

世界自然遺産

◆ドナウデルタ…雄大なドナウ河の終着地が、ルーマニアです。ドナウデルタは、

3,400種以上の魚と325種の野鳥を育むヨーロッパ最後の楽園です。

◆カルパチア山脈とヨーロッパ各地の古代及び原生ブナ林…ルーマニアほか17か

国と共有、ルーマニアは2017年に登録されました。

▲トランシルヴァニア要塞教会群 ▲ダキア人要塞群

▲ドナウデルタ▲シギショアラ歴史地区

ロシア・モンタナ
の鉱山景観

https://www.romaniatabi.jp/unesco/sighisoara.php
https://www.romaniatabi.jp/unesco/transylvania_fortified_churches.php
https://www.romaniatabi.jp/unesco/dacian_fortresses.php
https://www.romaniatabi.jp/unesco/danubedelta.php


産業・お金

そのほか、石油・天然ガスも産出され、鉄鋼・アルミ
なども発展しています。

農林・水産業（4.1％）…小麦・トウモロコシ・牧畜

工業（21.8％）…機械機器・繊維など

サービス業（58.1％）…観光など

ジャガイモ・ブドウなど

ルーマニアの通貨はLeu レウ
[複数Lei レイ]

紙幣は500Lei、100Lei、50Lei、10Lei、
5Lei、1Leu

〈補助通貨（硬貨）はBan バン
［複数Bani バニ］〉

硬貨は50Bani、10Bani、5Bani、1Ban

1Lei=100Bani
1Leu=約26円（2021年8月時点）

※レストラン、中級以上のホテル、デパートで
は、クレジットカードが普及しています。
※最近は、チップの習慣が普及しレストランで
は、料金の10％程度、ホテルではサービスに対
し、1～10Lei程度を渡しているようです。

主な貿易品目

輸出…機械・電子部品、輸送用機器、食品 など

輸入…機械・電子部品、化学製品 など

日本への輸出…たばこ、電気機器、衣類 など

日本からの輸入…自動車、電気機器、化学製品 など



ルーマニアで有名な…①

（ワイン以外にも…）

◇ツイカ

スモモを蒸留して作ったルーマニ

アの国民酒。

アルコール度数はなんと50％！

ドラキュラ

ハチミツ

ワイン

ルーマニアは2016年にはEUで

最大の蜂蜜生産国となりました。

EU内で最も広大なアカシアや菩

提樹の森を持ち、品質でも世界

最高水準を誇っています。花の

種類や場所によって開花時期が

限られるため、その時期に最も

美味しい蜂蜜が採取できるよう、

移動可能な「トレーラー養蜂」

を古くから採用しています。

プロポリス（ミツバチが集めた

樹脂を原料とした健康食品、

ルーマニアでは医薬品として扱

われることも多いです）もお土

産として人気です。

ルーマニアと

いえばドラキュラを連想され

ますが、元はアイルランド作

家ブラム・ストーカーの小説

『吸血鬼ドラキュラ』に登場

する吸血鬼のモデルが、英雄

ワラキア公（現ルーマニア南

部）のヴラド3世だったことに

よっています。

ドラキュラの城として有名なブラン城

ルーマニアはブドウの栽培

に適した気候と土壌を持ち、

ワイン造りにおいて古い歴

史と伝統があります。その

生産量は東欧諸国内で1、2

位を争います。そのほとん

どが、国内で消費され世界

に流通する量は少ないと言

われていましたが近年は、

日本でも飲まれています。

甘口のワインが有名。



ルーマニアで有名な…②

◇ナディア・コマネチ…モントリーオールオリンピッ

クで3個の金メダルを獲得した、体操選手。史上初の

10点満点を出しました。

◇ジェオルジェ・エネスク…作曲家。隔年で「エネス

ク国際音楽祭」が開催されています。

著名人

ルーマニアのホレズ村で作られており、伝

統的な陶器のうち、最も広く知られている

陶器です。染料をかけて垂らし、ひっかく

様に描かれたマーブル模様が特徴。2012年

にユネスコ無形文化遺産に登録されました。

刺繍
ルーマニアのトランシルヴァ

ニア地方に伝わる伝統刺繡が盛んです。

赤や黒など単色の太い刺繍糸で、花や

鳥などのモチーフを縫われることが多

く、独特のあたたかみのある風合いが

特徴です。

ホレズ焼き

◇アナ・アスラン…老化予防や美容に力を注いだ

研究家。

◇リディア・シモン…マラソン選手。シドニーオ

リンピックで高橋尚子選手と金メダルを競い合い

ました。

▲ナディア・コマネチ

▲ジェオルジェ・エネスク



ルーマニア語で話してみよう！

おはよう！

こんにちは

さようなら

はい／いいえ

もしもし ありがとう

すみません

おやすみなさい

お願いします

Mulţumesc（ムルツメスク）

Scuze（スクーゼ）

Noapte bună（ノアプテブーナ）La revedere（ラレヴェデーレ）

vă rog（ヴァログ）

Bună ziua（ブナズィア）

Bună dimineaţa
（ブナディミネァツァ）

Da／Nu（ダー／ヌー）

Alo（アロ）

ルーマニア語…インド・ヨーロッパ語に分類される言語で、イタリ

ア語、スペイン語などと同じく「ロマンス諸語」に含まれますが、

孤立して発達したため、他のロマンス諸語との違いが大きいです。

東欧に位置するため、ブルガリア、セルビアといったスラブ語圏の

影響を強く受けています。



【参考資料・情報提供元】

●外務省「ルーマニア基礎データ」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/Romania/data.html

●在日ルーマニア大使館 https//Tokyo.mae.ro/jp

●在大阪ルーマニア名誉領事館・株式会社カトープレジャーグループ https://www.kpg.gr.jp/romania.html

●日本・ルーマニア協会 http://jrs.main.jp/

●社団法人日本ルーマニア交流協会 https://www.japan-romania.com/romania.html

●ルーマニア政府観光局 http://www.romaniatabi.jp/general/Romanians.php

●法務省在留外国人統計 https://www.e-stat.go.jp/

●苅安 望「歴史がわかる！世界の国旗図鑑」山川出版社（2018）

●ダイヤモンド・ビッグ社「地球の歩き方 中欧2019～2020」（2019）

【写真提供】

■ルーマニア観光局Facebook https://www.facebook.com/RomaniaTouristOffice/

■ダニエルズワインショップ http://www.danielswine.shop （ワイン・ツイカ写真）
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