
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  「Macskafogó」「猫カッチャー」とい

うのは１９８６年にできたハンガリーの

アニメで、今も人気があります。このア

ニメを知らない人はほとんどいないでし

ょう。「Macskafogó」はアクションとユ

ーモアたっぷりのギャングストーリーと

も言えますが、その特徴とは独特な世界

観で、猫とねずみが共存する社会のテン

ションが綿密に描かれています。 

猫たちはねずみを排除するために計画を

立てます。ねずみたちの命運はねずみた

ちを救うように依頼された主人公のイン

ターマウスの元エージェント、グラボス

キにかかっています。 

ねずみたちを救えるのは、フシミシ博士

の発明、猫カッチャーだけです。 

そしてフシミシ博士は日本のねずみなの

で、物語は日本にも繋がっています。 

 



ハンガリーにおける人気トークショー 

 

 

 

 

 

 

 

一番よく知られているトークショーはモーニカ・ショーでしょう。2001 年から 2010

年まで平日の午後に放送されていました。一般人は自分の悩みなどを話して、相手

と話し合ったりすることで問題を解決しようとして、最終的にこの話し合いはただ

の喧嘩になってしまうと言う番組でした。そして司会者のモーニカは話をまとめる

役を果たしていました。でも登場人物はよく下品な態度をとったりしていたので、

くだらない番組で有名です。時々の不適切な内容のせいで、番組を放送していた RTL 

Klub というチャンネルは膨大な罰金を取られて困りましたが、視聴率が高かったの

で、モーニカ・ショーは 9 年も続きました。人は多分、登場人物たちの非現実的な

悩みなどを聞いて、驚くのが好きだったでしょう。 

 

モーニカ・ショーの他の人気トークショーは同

チャンネルのバラージ・ショーでした。この番

組のコンセプトはモーニカ・ショーのによく似

ていましたが、ちょっとイケメン司会者のバラ

ージのユーモアセンスのおかげで、もっと気楽

な雰囲気を持っているプログラムでした。 

 

 

 

モーニカ・ショーの人気を上回ることができたのは 2008 年から 2010 年までライバ

ルチャンネルの TV2 で放送されていたヨシ・バラートでした。大人の雰囲気の番組

で、インド人の司会者のヨシ・バラートは人の話をいつも真剣に聞いたり、賢明な

アドバイスをしてあげたりしていました。 

現在もトークショーがいくつかテレビで放送されていますが、この 3 つはハンガリ

ー人にとっては象徴的な番組でしょう。 



ハンガリーの卒業式でよく聞く曲 

 

ハンガリーの高校では「ballagás」という卒業式が行われています。そしてこの卒業

式では卒業生が式場へ行くときと式場を去るときは、普段何か典型的なハンガリー

のロックソングやポップソングが背景に流れています。特に 80･90 年代のものが多

いです。人生や別れることや友達についての歌詞が一般的です。これらの曲は昔か

ら人気のある曲で、ハンガリー人にとっては親しいものでしょう。大抵の人は歌詞

を全て分からなくても、口ずさめるでしょう。 

 

「Ballagás」のときによく出てくるいくつかの曲を例として挙げたいと思います。 

しかし、他にも色々な可能性があります。「Ballagás」のときはいつも以下の曲だけ

が流れるとは限りません。新しい曲が加わることもよくあります。外国の曲も流れ

るところもあるかもしれません。 

 

 

Máté Péter – Egyszer véget ér… https://www.youtube.com/watch?v=UmS351kDeOU  

Máté Péter - Azért vannak a jó barátok https://www.youtube.com/watch?v=gFFpM5r5io0  

Honfoglalás – Kell még egy szó https://www.youtube.com/watch?v=erl5sF00X4s  

Piramis – Szállj fel magasra https://www.youtube.com/watch?v=XGY7_HtZiQA  

Komár László – Húsz év múlva https://www.youtube.com/watch?v=V1RxvNGNNV8  

Edda – Érzés https://www.youtube.com/watch?v=2O9nJcywu2U  

Ákos - Ilyenek voltunk https://www.youtube.com/watch?v=MCJGZDNDwgY  

Edda - A kör https://www.youtube.com/watch?v=xUBjPAgP0UE  

Bikini - Közeli helyeken https://www.youtube.com/watch?v=ii-iwzoJh2k  

Ákos - Minden ami szép volt https://www.youtube.com/watch?v=s0uLwKaC_d0  

Gaudeamus Igitur https://www.youtube.com/watch?v=aLUKfU2AOBY  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UmS351kDeOU
https://www.youtube.com/watch?v=gFFpM5r5io0
https://www.youtube.com/watch?v=erl5sF00X4s
https://www.youtube.com/watch?v=XGY7_HtZiQA
https://www.youtube.com/watch?v=V1RxvNGNNV8
https://www.youtube.com/watch?v=2O9nJcywu2U
https://www.youtube.com/watch?v=MCJGZDNDwgY
https://www.youtube.com/watch?v=xUBjPAgP0UE
https://www.youtube.com/watch?v=ii-iwzoJh2k
https://www.youtube.com/watch?v=s0uLwKaC_d0
https://www.youtube.com/watch?v=aLUKfU2AOBY


「Köszönjük, Emese!」「ありがとう、エメシェ」

 

「Köszönjük, Emese!」というのは、ハンガリー

の銀行のコマーシャルで入るセリフ

マーシャルで、エメシェという銀行員

という社長にいろいろなくだらない

す。そして、落ちとしてゾルタンが

Emese!」「ありがとう、エメシェ」

 

この二つのコマーシャルは YouTube

 https://www.youtube.com/watch?v=JX

 https://www.youtube.com/watch?v=bE3rKw2LC3w

 

このコマーシャルが流れてから、誰かが

このコマーシャルは 2008 年にテレビで放送されましたが、

 

 

 

ゾルターン 

」「ありがとう、エメシェ」 

」というのは、ハンガリー

セリフです。このコ

マーシャルで、エメシェという銀行員がゾルタン

ない考えを言いま

が「Köszönjük, 

「ありがとう、エメシェ」と返事します。

例えば、エメシェは銀行でローンを組みたい事業

家にインコをプレゼントして、事業家

データを教えればいいと言い

次にこの事業家がローンを組みたい

け銀行に来ればいいからです。

他のコマーシャルでエメシェは

ズルを銀行に持って行きます

ローンを組むお客様はローンが終わるまで時間が

たっぷりあるので、このパズルをすれば時間が

ぶせる」と言います。

 

 

YouTube で見られます。 

https://www.youtube.com/watch?v=JX-mz-RwEYY 

https://www.youtube.com/watch?v=bE3rKw2LC3w 

誰かが意味のないことを言うと Köszönjük,Emese!と返

年にテレビで放送されましたが、今でも多くの人が知っています。

  

エメシェ

ローンを組みたい事業

て、事業家がインコに

います。そうすれば、

ローンを組みたい時、インコだ

す。 

他のコマーシャルでエメシェは 60 万ピースのパ

ズルを銀行に持って行きます。エメシェは「住宅

ローンを組むお客様はローンが終わるまで時間が

のパズルをすれば時間がつ

と返す人が増えました。

知っています。 

エメシェ 



言葉遊び 

ハンガリー人は言葉遊びが大好きです。 

はじめにハンガリー語に見られる回文について書きたいと思います。

回文とは、前から読んだ場合でも、後ろから読んだ場合でも意味の

ある言葉や文ができる言葉遊びの一種です。 

色々な回文の言葉があります、例えば： 

 mozi – izom （映画館 ― 筋肉） 

 nyávogni – ingovány （ニャーニャーとなく ー 泥沼） 

 nyárfás – sáfrány （箱柳がたくさんあるところ ー サフラン） 

 kard éle – eléd rak （刀の刃 ― あなたの前に入れる） 

そして前から読んでも後ろから読んでも同じ文になる回文もあります。例えば： 

 Indul a kutya s a tyúk aludni. （犬と鶏は寝に行く。） 

 Ah, talán nátha? （あっ、風邪でしょうか。） 

 Goromba rab morog. （感じの悪い囚人がぶつぶつ言います。） 

 A tálamba bab, maláta. （私の大皿で豆と麦芽が入っています）） 

 De ne sebesen edd! （でも、急いで食べないでください。） 

 Te mező neveled eleven őzemet. （草原様、あなたはわたしの元気な鹿を育てます。） 

 Kitünő vőt rokonok orrtövön ütik. （親戚はすごく婿の鼻をうちます。） 

ハンガリー語で、五つの母音を並べることもできます、例えば：”fiaiéi”（息子さんの物事という意味

になります） 

最後にハンガリーにはＥの母音しか使わず説明する文があります。これは Eszperente nyelv つまりエスペ

レンテ言語と言います。例えば: 

 動物園は：”Ketrecek, melyekben ezer beste leselkedve 

hever”と説明します。これは「たくさんの檻で数百の獣が

のぞきながら休む。」という文です。 

 

 チョコレート：”Gyerekek kedvenc fekete eledele”、つ

まり「子供の大好きな黒い食べ物」です。 

  



ハンガリーの保健師 

ハンガリーの保健師の仕事はヨーロッパでも

ハンガリーで働く保健師は家族を守る仕事をします

んと保健師の協力関係はそれほどありません。

 

ます。 

 

 

 

ハンガリーでは、保健師の職業が

 

行くまで同じ保健師が手伝うという

 

ハンガリーの保健師の仕事はヨーロッパでも珍しい伝統的な職業です。

ハンガリーで働く保健師は家族を守る仕事をします。ヨーロッパの他の国ではお母さ

んと保健師の協力関係はそれほどありません。 

ハンガリーでは、保健師学科

か保健師として働けません。

関係があり、このため何か問題や質問があったら

お母さんを助けることができます。

保健師は色々な手伝いをしま

いてだけではなく、社会的、

ります。更に、診察の準備をしたり、予防接種を

したり、コミュニティープログラムを作ったりし

が 1915 年につくられました。 

保健師の業務目標は、赤ちゃんの死亡率を減らし

て、お母さんの身分を守って、お母さんに

正しいな情報を伝えることです

しくて助けを必要としているお母さんしか保健師

のところに行くことができません

ガリーではすべてのお母さんが、保健師のところ

へ行くことができます。 

他の違うところとしては、ハンガリーでは女の人

がおめでたになったら、その子が生まれて学校に

行くまで同じ保健師が手伝うというシステムがあることです。 

伝統的な職業です。 

ヨーロッパの他の国ではお母さ

保健師学科を卒業した保健師し

ません。保健師は家族と深い

関係があり、このため何か問題や質問があったら

お母さんを助けることができます。 

ます。例えば健康につ

、精神的な相談にもの

、診察の準備をしたり、予防接種を

したり、コミュニティープログラムを作ったりし

目標は、赤ちゃんの死亡率を減らし

て、お母さんの身分を守って、お母さんに必要な

ことです。他の国では、貧

しくて助けを必要としているお母さんしか保健師

のところに行くことができません。しかし、ハン

ガリーではすべてのお母さんが、保健師のところ

他の違うところとしては、ハンガリーでは女の人

がおめでたになったら、その子が生まれて学校に
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Európa kincse, Hévíz 

Hévíz (ヘーヴィーズ)、ヨロッパの宝 

ヘーヴィーズの町はハンガリー南部のザラ県内にあります。同市内には、世界で

もユニークな泥炭湖があります。このヘーヴィーズ湖の水は熱水治療効果があると

言われています。実際、多くの治癒効果があるようです。 

 

 

ヘーヴィーズ湖の歴史・効能 

水と汚泥のユニークな特性を使用した治療のルーツは、1700 年代の終わりに始ま

りました。しかし、この湖の水と汚泥の効果は、古代ローマ人によって既に知られ

ていました。医学が身近なものとなるにつれ、治療の有効性も増しています。 

厚さ 7 m の泥炭層から湧き出る湧き水の化学的および生物学的に活性な物質が皮

膚を通って吸収されます。 

例えば硫黄は関節の軟骨に取り込まれ物質代謝向上させます。そして頓所病患者

の皮膚の痒みも治まります。カルシウムは抗炎症剤で、マグネシウムは痛みを吸収

し、炭酸塩は皮膚をツルツルにします。 
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ヘーヴィーズの水には、溶解した硫化水素ガス (H2S)、メタノガス (CH4)、炭酸

ガス (H2CO3)、ラジウムガス (Ra)も豊富に含まれています。この混合ガスは、皮膚

の機能、循環系機能、全神経系によい影響を及ぼします。水から放出されたガス

（ラドンと硫化水素）は空気中で水と混合します。したがって、有益な物質は、入

浴中だけではなく、付近を歩行する間にも肺に入っていきます。 

静水圧は血液循環を助⾧し、水温は体温に近く⾧時間の入浴を可能にします。こ

のため、化学物質や生物物質の効果を更に高めます。 

是非一度、入ってみてください。 

ヘーヴィーズはとても綺麗な場所だと思います。 

 

冬のヘーヴィーズ湖（１年中入浴できます） 

チャポー・リタ (Csapó Rita) 

2018 年 5 月 7 日 
Források: 

http://www.heviz.hu/ 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/pr/14435/hogy-mukodik-a-hevizi-to 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%91zeg 

http://termalonline.hu/furdok/heviz-tofurdo 

 



ペーチ 

ペーチはハンガリーの

南部であるバラニャ県

の県都である。 

Mecsek という山に囲ま

れた町なので、自然が

多い。国内第 5 位の人

口を有している。ペー

チは 1367 年に創設され

た大学の町としても有名なので、町の中心には外国人も大勢住んでいる。ペーチは

とても歴史的な町であり、2010 年には欧州文化首都に選ばれた。神聖ローマ帝国の

時代、この地域はソピアナエと呼ばれた。この時代の用水路などの遺跡は現在でも

見られる。オスマン帝国がハンガリーを占領した時の寺院や絨毯などの遺跡も数多

く残っている。ペーチのモスクはハンガリーで類のない寺院になっている。ペーチ

は重要なキリスト教徒の都市であり、キリスト教の寺院も多い。ペーチは Zsolnay陶

器の町としても知られている。 

Széchenyi tér にあるモスクからはじまる Király ストリートを散策しながら素敵な建

物を鑑賞するとハンガリーの歴史が感じられます。 

 

  



ハンガリーで欠伸をすると・・・ 

 ハンガリーではいろんなやってはいけない習慣がある。その中ではもっとも重要

なのは「欠伸をしてはいけない」ということである。毎日やりがちだが、実はハン

ガリーでやってはいけない習慣だ。 

眠い時や退屈な時にはあくびが出る。したがって、話し手の前であくびをすれば、

話し手から見ると「話はつまらないかな」と思ってしまうので、失礼だ。 

欠伸が出そうになる場合の解決方法には二つある。 

まず、口をとじてがまんする方法。そして、口に手を当てる方法だ。後者も少し

失礼だが、開いた口を見せるよりは丁寧だ。誰かと話してる場合にだけではなく、

公の場で欠伸が出てしまった場合にも、口に手を当てなければならない。なぜなら、

周りの人はあなた開いている汚い口の中を見てしまうからだ。 

欠伸についての迷信もある。それは口を隠さなければ、悪霊が口の中に入るとい

うものだ。現在はそんな迷信を信じない人もいるかもしれないが、礼儀に気をつけ

させるために、今でも子供たちによく言う。 

ハンガリーに来たら、ぜひこのルールを守ろう。 



トゥーロー・ルディ(Túró Rudi) 

トゥーロー・ルディはハンガリーで昔から大人気のお菓子です。中身のカッテー

ジチーズはチョコレートに包まれていて、棒の形をしています。外のチョコレート

は甘くて、中のカッテージチーズの酸味が独特です。 

 カッテージチーズはハンガリー語でトゥーロー(túró)といって、棒はルディ(rudi)と

言います。この二つの言葉を合わせて、トゥーロー・ルディと名付けられました。 

昔は一つの味しか作られていなかったんですが、現在はイチゴや桃などのフルーツ

ジャムをカッテージチーズの中に入れる場合もあって、いろいろな種類が売られて

います。味だけでなく、形まで変わってるトゥーロー・ルディもあります。 

赤い水玉模様のパッケージが目印です。この赤い水玉模様を使ったトゥーロー・ル

ディ関連グッズも数多く売られています。例えば、マグカップ、筆箱、手袋、イヤ

リングなどなど、様々なグッズを買うことができます。 

 

 

 
 

  



フランツ・リスト室内管弦楽団 

フランツ・リスト室内管弦楽団は、1963 年にブダペストのリスト・フェレンツ音楽大学の

卒業生によって結成されました。基本編成は弦楽器アンサンブルですが、曲によって管楽器

も加わることがあります。結成から現在までの約 50 年で世界的な人気を集め、ニューヨー

クのカーネギー・ホールや東京のサントリーホール、シドニー・オペラハウス、パリのシア

ターデラヴィレ、アムステルダムのコンセルトヘボウ等々、名高いコンサートホールで演奏

してきました。有名なソリストと一緒に演奏することもあります。現在は 16 人のメンバー

で活動しています。 

この楽団は才能のある子供たちにはいつも気を配っていました。ハンガリーでクラシック音

楽をテーマにした唯一のテレビ番組「Virtuózok（妙手たち）」でも若者と演奏することが

あります。若い作曲家の作品を演奏することもあれば、ハンガリーの大学や高校、小学校で

ミニコンサートを開くこともあります。これは後継者を育てるためでもあり、若い世代にク

ラシック音楽の素晴らしさや楽器を弾くことの楽しさを伝えるためでもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市電 2 号線 (2-es villamos) 

このトラムはブダペストの真ん中に流れているドナウ川を沿って走っています。

北にある Jászai Mari tér と南にある Közvágóhíd の間に通行しています。ブダペストの

見所のほとんどはドナウ川沿いにあるため、観光客にお勧めです。このトラムから

見えるのはペスト地区の国会議事堂、ハンガリー科学アカデミー、ヴェレシュマル

ティ広場、飲食店や商業センターとして使われている「バルナ」(鯨)と呼ばれる建物

とブダ地区のブダ城、漁夫の砦、ゲッレールト山です。ホテル「インターコンチネ

ンタル ブダペスト」の前にも止まります。 

 昼間はもちろん、夜に見える風景もとてもきれいです。2012 年にナショナルジオ

グラフィック雑誌による「世界の美しい路面電車路線トップ 10」に７位にランキン

グしました。 

 冬になるとクリスマス辺りに車両全体がイルミネーションで飾られ、ハンガリー

人の子供たちにも親しまれています。 

 このトラムはブダペストの他のトラムと違って、車両が運行を開始した時代から

ほとんど変わっていないため、昔ながらの雰囲気も味わえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ヴィシェグラードの国際宮殿大会 

ヴィシェグラードの国際宮殿大会は、ハンガリーで最大の、そして最も有名な中世の歴史際

である。 

西暦 1355 年にハンガリー国王カーロイ１世は、ヴィシェグラードでヨハン・フォン・ル

クセンブルクとカジミェシュ 3 世と会い、騎士の大会を開き、三つの国が同盟を結んだ。そ

の時の大会を記念して、当時の大会をまねて 1985 年から毎年７月の二つ目の週末に国際宮

殿大会が行われている。V4 と呼ばれるヴィシェグラード・グループの諸国（ハンガリー、

チェコ、ポーランド、スロバキア）も、この 1991 年、同大会時に協定を結んだ。 

この祭には伝統を守る団体が数多く参加し、参加人数

は一千名を超える。馬上槍試合、歩兵の戦い、投擲槍、

放鷹などが行われる。開催地はヴィシェグラードの宮

殿、そのルネサンス庭とその付近である。演舞も見ら

れ、音楽も流され、伝統的な人形劇や市場喜劇も行わ

れる。伝統的な手作りの物お売る屋台、伝統的な鍛冶

屋もある。子供も伝統的な遊び、騎士の戦いの真似、

職人と一緒に民芸品作成なので楽しめる。 

公式サイト：http://palotajatekok.hu 

 

http://palotajatekok.hu/


デブレツェンの花祭 

 

ハンガリーの最大の祭りの一つである。少し祇園祭に似ているが、宗教的な意味はない。

2018 年に 52 回目を迎える伝統的な祭りである。毎年 8 月 15 日から 23 日まで行われる。こ

の一週間の祭りの中心は祝日である 8 月 20 日の行進である。その際、色々な花で飾られた

車が行進する。その車の数は 500 を超える、そして多くの車は、伝説や物語などを表してい

る。その日の夜は「祭の夜」と呼ばれて、花火や盛大な祝典もある。 

公式サイト：http://debreceniviragkarneval.hu/ 

 

 

http://debreceniviragkarneval.hu/


ナジカニジャのドドッレ祭 

 

ナジカニジャと言う町で、毎年 9 月の最初の金と土曜日に行われる祭り。ドドッレはジャ

ガイモから作った伝統的な料理の一つである。ドドッレとワインを中心にして行われる祭り

である。 

町の中心部にある広場に一時的に市場を開き、そこでドドッレ、ワイン、色々な伝統的な

料理や手作りの商品が売られる。同じ広場に演舞、コンサート、伝統的な技術の催しも行わ

れる。が、この祭で重要なのは行進である。伝統的な服を着て、昔の軍人や踊り手などをま

ねして町中を行進する。子供にも楽しめる祭りである。 

ドドッレはジャガイモから作った料理なので、ジャガイモも勿論大切である。普通に知ら

ない、いろいろな種類のじゃがイモを買うこともできる。 

公式サイト：https://www.facebook.com/kanizsaidodollefesztival/ 

 

https://www.facebook.com/kanizsaidodollefesztival/


ヘーヴィーズ湖 

 

ハンガリーにはヘーヴィーズ湖と言う温泉湖がある。それは疲労回復や様々の健康的な問

題によく効く温泉である。 

湖と同じ地名の町もある。その町に医療サービスを提供する Tófürdő と言う温泉、そして

多くの宿やホテルなどがある。Tófürdő の医療サービスは温泉、温泉の中の治療体操、そし

て他の治療方法などもある。治療を受けるには処方箋が必要となる。最も治療した健康問題

は関節に関する問題である。泳げなくても安全に温泉に入浴ことができる。 

町に多くの宿泊施設がある。ホテルには安いもの、高いものもある。温泉の公式サイトで

も幾つかの宿を紹介している。一人あたり一晩 1500 円ぐらいで泊まれる宿も、それより高

いがもっと快適なホテルもある。 

公式サイト：http://www.heviz.hu/hevizi-to 

 

 

http://www.heviz.hu/hevizi-to


メーズガ家 

メーズガ家と言うのは昔ハンガリーで放送され

たアニメである。最初に作られたのは 50 年ほど前

だが、現在でも人気がある。 

アニメは 1968 年から 1978 年までチャンネル M1

で放送された。ハンガリーの家族の日常を通して

メーズガ家の物語が繰り広げられる。 

メーズガ家は父のゲーザさん、母のポーラさん、

息子のアラダルくん、娘のクリスチーナちゃんがいる。 

メーズガ・ゲーザさんは会社員で 40 歳以上のはげて太った男性である。よく怒る

が、普段は優しい性格の人だ。よく妻のポーラを怖がっている。 

 メーズガ・ポーラさんは夫に厳しく、よく叱っている。そして毎日の生活につい

てもよく文句を言う女性である。 

息子のアラダルくんは天才であり、家にある電機器具に実験につかっては両親に

叱れている。 

娘のクリスチーナちゃんは親によく悪口を言うが、家族が大好きな女の子である。 

ペットの犬もいて、アラダルと冒険する。 

 この家族構成は 50 年前のハンガリーの典型的な家族構成を表している。もちろん

古い時代のアニメなので、そこに登場するハンガリーの社会は、現在の国の状態と

はかなり違う。しかし、家族のやりとりは面白く、若者にも人気がある。また長い

間放映されているので、年配の方も若いことを思い出したりする。このアニメは家

族全員で楽しめるアニメなのである。 



「Víz, zene, virág fesztivál」水・音楽・花祭り 

コマ―ロム・エステルゴム県「Komárom-Esztergom 

Megye」のタタ「Tata」で一番大きな祭り。毎年６

月末に行われ、約１０万人が訪れる。 

タタの公民館座⾧センテッシ・ラースロ

ーネー・エーバ（Szentessy Lászlóné Éva）

のアイデアで 1994 年バロック生け花祭

が行われたが、これが発展した。1998 年

には管理局ができ、99 年には水・音楽・

花祭り協会「Víz, zene, virág fesztivál 

Közhasznú Egyesület」が発足し現在まで

祭りを運営している。 

2001 年にセンテッシ・ラースローネー・エーバが協会のトップ

を退任し、2007 年まではカーロヴィッチ・イムレ（Kálovics Imre）

が協会⾧を務めた、現在の会⾧はエッショーシ・アンドラーシュ

（Essősy András）である。協会は毎年イヴェントの演目計画を立

て、これを実施している。 

 ６月の最後の週末の祭りには、数多くのバンドと芸能人が出演し、市場や博覧会なども行わ

れる。イベントはすべてタタの「老いた湖（Öreg-tó）」の近くで行

われる。また、湖の上や岸や城でもプログラムが開催される。この

ように、市のすべてが参加する祭りである。 

 

Csiki Melinda 



MEDVE SAJT 『メドヴェ・シャイト』：意味 : 熊のチ一ズ 

 

 

 

Medve sajt はハンガリーで人気のチ一ズである。種類が多く、子供も大人も大好き

である。チ一ズの面白さは味だけではなく、その形にも表れている。チーズは丸い

箱に入っており、１つ１つのチーズの形は三角形である。ハンガリー産のこのチー

ズはエメンタールチーズから作られている。サンドイッチに入れて食べるのがいち

ばんポピュラーな食べ方である。 

 

 

DUNAKAVICS 『ドゥナカヴィチ』：意味 : ドナウ川の小石 

 

Dunakavics は、ハンガリーのレトロなキャンディーで

ある。この極彩色のシャキシャキするキャンディーの

中にはピ一ナッツが入っている。おいしくレトロなキ

ャンディーは子供だけではなく大人の間にも人気のお

菓子である。TESCO や SPAR、REAL などあらゆる店で

買える。 

 

 

 

 

 



KAKAÓS CSIGA 『カカオ一シュ・チガ』意味 : ココア入っている巻貝 

 

Kakaós csiga はハンガリーで人気のあるココ

アパンケーキである。この美味しい食べ物

は、あらゆるパン屋で買える。子供も大人

も大好きな甘いパンケーキである。面白い

のは、パンケーキの中心に一番たくさんコ

コアが入っているところである。パン屋さ

んだけではなく、ケーキ屋さんにも置いて

あることが多い。 

 

 

SZOMSZÉDOK 『ソムセ一ドク』：意味 : お隣の人々 

 

Szomszédok は 1990 年代、ハンガリーで最も人気があったテレビドラマである。

Magyar Televízió と言う会社が 1987 年 5 月 7 日から 1999 年 12 月 30 日まで放映した。

その後も、このドラマは何度も再放送された。 

ドラマは、Gazdagrét 「ガズダグレート」と言う団地に住んでいる人達の日常を語

るものであった。。 

 



 そこに暮らす家族や親戚や知り合いの毎日の悩みや、その時代に特有な場面とか

出来事が 30 分のエピソードとなっていた。その時代に生きた普通の人々の普通の暮

らしを知ることができる。面白いところと言えば、たとえば「第 205 章」のように、

それぞれのエピソードを「章」で呼んだところである。 

 現在、このドラマはレトロのカテゴリーに入るが、当時について多くのことを知

ることができる点で貴重である。 

 

 

 

BARÁTOK KÖZT 『バラ一トク・コズト』意味 :友達同士 

 Barátok közt は Szomszédok に似た、人気ドラマである。RTL KLUB と言うチャンネ

ルが 1993 年 10 月 26 日に放映を開始し、現在も続いている。このドラマの視聴率は

ハンガリーの中でも最も高い。 

スト一リ一はある集合住宅の話である。中心となるのは、子供のころにこの集合

住宅に住んでいてた兄弟である。

この集合住宅は当時孤児院であ

り、孤児だった彼らはそこに住

んでいた。後に、３人の兄弟は

大人になり、会社を興して、こ

の家を改装した。しかし、兄弟

の一人は最初のエピソードで亡

くなってしまった。 

 



4-es Metró「地下鉄４号線」 

ブダペストの四番目の地下鉄のジョークを知ってる？多くのハンガリー人は次の

ジョークをよく知っているよ。 

 

チャック・ノリスはブダペストの地下鉄４号線に乗っていました。1997 年に！ 

 

このジョークがはやった理

由は、４号線が完成するまで

に非常に長い時間がかかった

からだ。地下鉄４号線の計画

は 1972 年に生まれた。しか

し、地下鉄の建設は 2000 年

まで始まらなかった。そして

2014 年３月 28 日によう

やく４号線が開通し、

Kelenföld 駅から Keleti（東

駅）まで運行している。

地下鉄の建築費は 4520 憶

フォリントに達した。そ

れは元々の計画の 10 倍以

上であった。地下鉄４号

線は、完成にいたるまでの時間の長さだけではなく、費用の面でも非常に有名にな

った。 

４号線の音を聞くこともできる。https://www.youtube.com/watch?v=fvBputjDy0w 

 

  



Feleségek luxuskivitelben 「豪華な主婦」 

豪華な主婦は Viasat3 というチャンネルのリアリティ番組である。アメリカの

「The Real Housewives」という番組と同じ番組ものである。 

主なキャラクターはボギ、バベット、ダルマ、ビビ、イボンネ、ツンデである。

主婦たちはきれいだし、お金持ちの夫もいる。最初のエピソードは、2017 年 9 月 25

日にリリースされた。すべてのエピソードで主婦たちは喧嘩をして、パーティーを

開き、最後にはお互いを許す。 

ただ、これはハンガリーの現実を反映したものではないと思う。 

 

 

出典 

http://zalunia.blogspot.hu/2014/03/rege-negyes-metrorol.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Feleségek_luxuskivitelben 



ハンガリーが原産国の犬 

ハンガリーはお客様が旅行するに良い場所ではございますが、ハンガリーの素晴

らしいところは名所・観光地だけではありません。ハンガリー犬も有名です。これ

からハンガリーの犬の品種をご紹介いたします。 

ハンガリーが原産の犬は７種類ございます。これらの犬は、1000 年前にはすでに

血統があったと言われております。一方で、20 世紀に入って繁殖を始めた種類もご

ざいます。これらの犬たちは非常にユニークで、他の地域では見られないものです。

一部は非常にかわいいですが、番犬や牧羊犬もございます。 

 

１．プミ  

ほとんどが灰色のプミは、元々はドイツとフ

ランスからハンガリーに入った品種です。その

後、17 世紀と 18 世紀にハンガリーで繁殖・開

発されていきました。毛は縮れていて太く、あ

まり長くありません。非常にかわいくて、人懐

こいです。災害救助犬として訓練することもで

きます。 

 

 

２．プリ 

伝統的なハンガリーの羊飼犬でございます。白、

黒、灰色の長く縮れた毛が特徴です。ハンガリー

人は 1000 年前からプリの繁殖を行ってきました。

小さな羊飼犬が必要だったからでございます。プ

リはモップ犬とも呼ばれています。 

 

 

 

 



３．ムディ 

ムディはプーミーとプーリーの混血でご

ざいます。交配は大変なことで、こちらの

品種はハンガリーでも非常にまれでござい

ます。ムディは美しく、知的で、簡単に訓

練することができます。繁殖プログラムが

なければ、絶滅に直面する可能性がござま

す。もし、あなたがムディに会ったら、おそらくこの犬と恋に落ちるでしょう。 

 

 

４．ビズラ 

ビズラは世界で最も古い狩猟犬の 1

種類と考えられております。家族に

非常に忠実で、気さくで、穏やかな

犬でございます。しかし、ビズラは

多くの運動が必要なので、ビズラを

飼うときには、それをお考えくださ

い。こちらの品種は、外国では非常

に人気がございます。ハンガリー人

によると、ビズラが最高の狩猟犬だそうです。 

 

 

５．コモンドール  

 コモンドールは最も知られているハンガリーの犬種で、

一番面白い見かけの犬でございます。白いプリと混同され

がちですが、プリが牧羊犬であるのに対し、コモンドール

は番犬としてのみ働きます。しかし、コモンドールは家族

や家を守るには最適です。コモンドールは通常、穏やかで

ございますが、 危機を感じたら、家族のために懸命に働き

ます。そのときは危険ですのでご注意ください。 



６．クーバース  

 クーバースは濃い白の毛皮を持つ犬です。伝統的

には番犬で、寒い気候に適しております。第二次大

戦後、ドイツ軍とソ連軍が九―バースの数を減らす

非常に悪いことを行い、絶滅寸前までいったそうで

す。現在も、数は少ないままですが、美しく、強く、

ハンガリー人に本当に愛されています。お子様にも

おすすめでございます。 

 

 

７．マジャール・アガール 

アガールはすばしこく、軽快に動きます。エレガントで、

他の犬よりも視力が良く、サイトハウンドとも呼ばれており

ます。敏捷性と狩猟性に優れていますが、家族の番犬として

も適しております。 

 

 



ハンガリーの学校 

ハンガリーで子供は幼稚園のあとで小学校に行きます。小学校は 8 時に始ま

ります。１～２年生は 11 12 時まで簡単な授業があります。その後、先生と

一生に学校の食堂に昼ご飯を食べに行きます。この後、1 時間まで生徒は庭で

遊んだり、教室で宿題をしたりします。子供によっては、学校のあとで音楽

（楽器）の授業やサッカー教室にも通います。両親は５時ぐらいに子供を迎え

に行きます。この時、小学生はもう庭で遊んでいます。 

3 年生になると、授業はもう 2 時まであります。そして、授業ももっと大変

になってきます。８年制や６年制の高校もあるので、4 年生や 6 年生の後では

高校に進学する生徒もいます。しかし、普通は 8 年生が終わった後に高校に行

きます。 

 小学校の後で、生徒たちは高校、高専や専修学校に進学します。そこで 4 年

間勉強します。高校を卒業すると働いたり大学に行ったりします。 



騎馬民族 ハンガリー 

 

本や言回しでハンガリー人が騎馬民族であった点に遭遇します。しかし、これは

本当のことでしょうか。 

ハンガリーの教科書の説明によれば、これはいくつかの理由で適切だそうです。

ハンガリー人が、この土地に入り占領した時（896 年）には、馬と深い信頼関係を築

いていたことが伝えられていました。マジャール人は軽い鎧を着て騎射をすると、

ヨーロッパ人、彼ら支配されることを恐れていました。そして、「馬のために、国

を与えた。」という名言もあったそうです。 

これがどこまで事実なのかはわかりませんが、現在のハンガリーの地にやってき

たアールパードの 7 人の指導者が、自分たちの子孫だけでなく、馬も大切に扱って

きたことにより、現在も私たちがこのカルパチア盆地に住むことができるようにな

ったのは事実です。 

ハンガリーには、おとぎ話とは別に、騎手についての無数の文書がありました。

そこには、遊牧民の昔の生活の様子を伺うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンガリーのユルタと射手



現在でも、イベントで、ユルタ、伝統的なサドル、古いハンガリーの伝統的な服、

伝統的な弓術と騎手、軽い鎧による戦い、そして、ハンガリーを襲ったタタールや

トルコの服も見ることができます。 

 

ハンガリーのユルタキャンプ 

 

ハンガリーの馬 

伝統的なハンガリーの馬は、主に Hucul（フツル）、Lipicai（リピツァ）、リピ

ザン、Gidrán（ギドラン）、Shagya-arab（シャーギア・アラビアン） Nóniusz（ノ

ニ ウ ス ） , Furioso-North Star （ フ リ ー オ  ゾ ー ・ ノ ー ス ・ ス タ ー ） 、

Mezőhegyesi/Magyar sportló （メゾーヘジェシュのスポーツ馬）、そして Muraközi 

（ムラコーゾ）あるいは、メジムリエ馬(ハンガリー唯一の重種馬)などがあります。 

この品種はいくつかの国立施設で繁殖されており、そのうちのいくつかは何十年

もの間、飼育を続けてきました。例えば以下のような場所があります。 

 

 Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasági Zrt. Mezőhegyes (1784 年から) 

スポーツ馬、ノニウス馬、フリーオ ゾー・ノース・スター、ギドラン 

 Bábolna, Nemzeti Ménesbirtok (1789 年から) 

 シャーギア・アラブ種、サラブレッド, 



 Kisbéri ménesbirtok (1853 年から 1961 年まで) 

 サラブレッド 

 Állami Ménesgazdaság, Szilvásvárad (1953 年から)  

リピツァ馬 

 Mátai ménes (Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. 2002 年か

ら) ノニウス馬（非営利） 

 

ムラコーゾ馬の残存のために Őrségi オールシェーグの国立公園が繁殖を担当して

います。そして Hucul 馬の「遺伝子保存」のために、例えば Jósvafő などの小さい

ファームで繁殖を続けています。 

馬のスポーツと伝統の愛好家は、乗馬だけではなく、様々な楽しみがあります。

春から秋にかけて、全国各地で乗馬のイベントがあります。 

 

Források: 

http://ponieskislo.hu/fajtaink/hucul 

http://elmenyekvolgye.hu/szilvasvarad/101-lipicai-menes 

http://www.lovasok.hu/index-archive.php?i=15805 

https://www.menesbirtok.hu/gazdasag/lotenyesztes/ 

http://babolnamenes.hu/ 

http://www.hidegverulo.hu/text_text.php?t_id=203 

http://magyarjurta.hu/ 

http://kurultaj.hu/2013/08/magyar-szo-ajandek-jurta-temerinbe/ 

http://hortobagyilovasnapok.hu/hu/ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E3%81%AE%E5%93%81%E7%A8%A

E%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7 

 

 


