
7月度木曜例会（2013/07/04） 

 

旧ユーゴスラビアからのゲストスピーカーは 7～8 年前

Macedonia から、また 2年前 Sloveniaからご存知 Klara さ

ん、そして本日は 3 人目 Serbia からのご登場です。450 万

人の Macedonia 国民は皆兄弟のようなものですと民族意識

を強調していたのを思い出します。また Klaraさんは 4度の

スピーチそれぞれが日本人を驚かすような内容でしたね。お

神楽から武満徹、映画落とし穴までそれはそれはユニークな

ものでした。さて本日は Serbia Smederevoからの Angelina 

Popovic Tatsumi さん。我々にとって Serbia と言う国は割合馴染みの薄い国ですね。一般的なメ

ディアを通じての情報でしか分かりません。でも Angelina さんを通じて Serbia を見直すと凄く身

近に感じ理解が深まります。良い機会ですから今回徹底的にその周辺国も併せ勉強しましょう。さ

らにはお名前からご主人はどう見ても日本人のようです。何処でどうやってめぐり合ったのかこれ

また気になる所ですね。さてどんな内容が飛び出すのでしょう。 

 

1) General information about Serbia 

2) Introducing Belgrade and the other 

cities 

3) World heritage 

4) Medieval fortresses and monasteries 

5) Culture 

 

1) General information about Serbia 

Serbia の国土面積は北海道より心持狭く 7.7

千平方キロ、人口は 724万人、首都 Belgrade 

165万人です。 

言語は Serbian (official) 88.3%, Hungarian 

3.8%, Bosniak 1.8%, Romany (Gypsy)1.1%,   

宗教は Serbian Orthodox 85%, Catholic 

5.5%, Protestant 1.1%, Muslim 3.2%  

左図をご覧下さい。Danube, Sava 川の北側は

平地、また Great Morave 流域も平地です。歴

史上交通の要所、戦略上の要所として数多く

の攻防が繰り広げられました。 

 

2) Introducing Belgrade and the other 

cities. 

Belgrade, 

the capital of modern Serbia, is situated at the confluence of the 

Sava and the Danube rivers. In the course of its long history it 

has been captured 60 times, and razed to the ground at least 38 

http://en.wikipedia.org/wiki/Belgrade
http://en.wikipedia.org/wiki/Serbia
http://en.wikipedia.org/wiki/Sava
http://en.wikipedia.org/wiki/Danube


times; however every time it got levelled to the ground the city arose from its ashes, like a phoenix- 

which is a legend connected to the city.上の写真はBelgradeのThe Cathedral of Saint Sava is one of 

the largest Orthodox Church buildings in the world. 

 

 

Constantine the Great was born in Nis 

 

 

そして Angelinaさんの出身地 Smederevo is a city 

in Serbia, on the right bank of the Danube, about 

45km downstream of the capital Belgrade. It is the 

administrative center of the Podunavlje District.Its 

history starts in the 1st century BC, with the 

conquerings of the Roman Empire. The modern city 

traces its roots back to the late Middle Ages when it 

was the capital (1430–1439 and 1444–1459) of the last independent Serbian state before the 

Ottoman conquest. 

また Kovacica村の紹介もありました。Located 50 km north of Belgrade, Kovacica is well known for 

its ethnic Slovak community and naïve painting tradition. The surrounding area is beautiful and 

you will likely see fields of sunflowers as you drive toward the town. 

 

 

3,4)World heritage、Medieval fortresses and monasteries 

Gamzigrad-Romuliana Palace of Galerius, The four edifices of the site reflect the high points of the 

Byzantine-Romanesque ecclesiastical culture, Studenica Monastery, Stari Ras etc. 

There are over 30 preserved forts in Serbia, and more than hundreds of sites with remains of old 

fortifications. Forts in Serbia are preservations of the Roman, Byzantine, medieval Serbian and 

post-Ottoman era's. 
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5) Culture 

キリル文字、民族衣装、お祭り光景、料理、ダンス、音楽、スポーツ、

温泉、有名人、特に科学者 Nikola Tesla、またウインブルドンで前日

ベスト 4に勝ち上った Novak Djokovićも話に出ました。通貨の単位

はディナール DIN 

 

ここでAngelinaさんについてです。4年前に来日、Journalism

専攻しましたが 1999 年コソボ紛争終了後 Justice is nice 

thing but it is very far away from journalism.と思い考え方を

変え humanitarian になりました。少数民族である Roma の

子供たちが言葉の問題で学校に行かなくなるので教育の支

援をする、またクロアチア、ボスニアなどからの難民の子供

たちに癌患者が多くその子らをサポートする NGO で活動、

朝のラジオ番組も担当しました。日本では旅館のフロントを

体験したこともあります。英語教師、バイリンガル幼稚園で

ケアスタッフもしています。ご主人との出会いですが大学の宿舎の international party で日本語教

師として Serbiaに来ていた彼と出会い半年の交際後現在に至る。 

 

Q&A 

 はすの花の写真がありましたが万博公園の象鼻杯知っていますか？茎を通してはすの葉から

お酒をいただきます。日本人は本当に花を愛しますね。桜を愛で酒を飲む。いいですね。 

 何ヶ国語話せますか？英、仏、日、母国語です。年配者はロシア語ですが最近 TV で英語が多

く子供の時から馴染んでいます。 

 引き続きはすの花、日本公園で早朝からです。あやめもきれいですよ。そうですか、アジサイ

もきれいですね。 

 文化、言語に関して。2％の方言使用者以外は単一言語です、セルビア、クロアチア、ボスニ

アは宗教が異なりますが言語に大きな差異はありません。スロベニア、マケドニアは多少異な

ります。 

 学校での外国語教育は？第一外国語は英語です、仏、

独、露、最近中国語も増えて来ました。日本語はマイ

ナーです。 

 日本ではドナウ川ですが？源がドイツですからドイ

ツ語からでしょう。クルージング以外に swimming, 

fishing,hiking など楽しみます。巨大な魚が連れます

よ。 

 ID カードは？セルビア、モンテネグロ間は不要です。

ボスニアには必要。 

ここからはセルビア語の勉強です。DOBAR DAN   DOVIDENJA 

Angelinaさん、HVALA! 


