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1985年にユネスコの世界遺産の認定を受け、
2005年にはRed de Juderías Españolas(スペイ
ンのユダヤ人街ネットワーク)の一つに加えられた
アビラは、興味深い観光スポットでいっぱいです。
その歴史、建造物、人々、風景が見事に反映され
ているアビラの文化遺産を堪能するためには、じ
っくり時間を掛けた観光が望まれます。
できればベテランガイドの助けも借りて、一日の
中でもさまざまな時間帯に、中世、ルネサンス様
式、19世紀の回復期とさまざまな顔を見せるアビ
ラの街をごゆっくりお楽しみください。
スペインの中世都市の多くと同様、アビラの街に
もユダヤ教徒、ムデハル（中世スペインで、改宗す
ることなくキリスト教王国に定住しその支配に従
ったイスラム教徒）、キリスト教徒が共存し、彼ら
の残した歴史上の軌跡から、今日のスペインの文
化遺産が形成されているのです。
観光がしやすいように、ここに見学日程をいくつ
かご用意いたしました。見学の所要時間は、見学
者の関心と所有時間によって異なりますので何と
も言えませんが、いずれの日程をお選びになった
としても、皆様の足は再びアビラへ向かうに違い
ありません。
見学のスタートに最適なのは、アビラ博物館。大
聖堂の主任司祭であったクリストバル・バスケス・
デ・メディナとフアン・バスケス・デ・メディナを記念
し、1969年より大聖堂主任司祭館内に設けられ
ている博物館です。博物館の所蔵品は、考古学、
大衆芸術、絵画の3つのセクションに分けて展示
されています。館内の見学が進むにつれ、改装さ
れた16世紀の宮殿の建築も見学できるほか、べト
ン時代、ローマ化時代やイスラム教徒とユダヤ教
徒が共存した過去を持つアビラの歴史を総体的
に捉えることができ、アビラの街と県の習俗や慣
習に関しての知識も得られます。アビラ観光は、旧
サント・トメ・エル・ビエホのロマネスク教会の見
学を無しには語れません。現在では、さまざまな時
代の考古学発掘品を展示する、唯一見学可能な
博物館の保管所に姿を変えて、訪れる人々を迎え
てくれます。



城壁北側の冬景色

アビラの街の住居、宮殿、寺院、広場な
どの見学を始める前に、まずは12世
紀に建設された城壁を見学してみま

しょう。アビラ市を象徴する城壁は、街の中心部
を理解するために欠かせない必見ポイントです。
全長2.5キロの城壁と9つの門と3つの通用門を
見学しながらのアビラ観光です。見学が進むにつ
れ、城壁の壁が地面の地形に合わせてあること、
壁面と塔は起伏の最も少ないところに建てられ、
地面の起伏の激しいところでは低く建てられてい
ることなどが分ります。角のフリーズ（装飾帯）やレ
ンガの縁取りから、城壁の建築にモリスコ（レコン
キスタ以後、キリスト教に改宗してスペインに残留
したモーロ人）やムデハルの建築士たちが携わっ
たことがうかがわれます。壁、射眼つき胸壁、円塔
のあちこちに見られる修復作業の跡が、城壁の
保全にはそれらの作 作業が不可欠であったこと
を物語ってきます。城壁の保守には、宗教や社会
的地位を異にするアビラの人々全員が携わりま
した。貴族や騎士たちは夜回りをし、市民や｢善
良な人々｣は不寝番をし、農夫たちは必要資材の
調達や壕の掃除、イスラム教徒たちは労働力を、
ユダヤ教徒たちは鉄を提供しました。見学の締め
くくりに、 肉屋の館またはアルカサル門から城壁
へ上ってみましょう。城壁の上からは、塔と破風鐘
楼の突き出た街の景色や、アビラの山脈やアンブ



見学日程 I

城壁の要塞部の塁壁、奥に見えるのは
カテドラル

城壁北側の射眼付き胸壁と積み石のフ
リーズの縁取り

城壁

アルカサール門から臨むメルカード・
グランデとサン・ペドロ教会

レス渓谷の眺めを楽しむことがで
きます。また、アビラの街を象徴す
るこの城壁が、過去も現在もアビ
ラの都市の社会的・経済的な形
成や発展に欠かせないものであ
ったことを一目で理解することが
できることでしょう



見学日程 II 見学のスタートは、アルカサル広場。軍事
建造物のアルカサルで今日も姿を留
めているのは、切石作りの壁の一部と

1597年、フェリーぺ2世の命で再建され、アビラの
街で最も頑強な門の一つとなった城壁の門のみで
す。 次に、アビラの街の代表的なスポット、メルカー
ド・グランデ（大市場）と呼ばれるサンタ・テレサ広
場へ向かいます。人々の出会いの場、お祭りや市
場の開催の場としてはるか昔から重用されていた
ことが、記録や史跡より証明されています。メルカ
ード・グランデには、アビラの重要なロマネスク教
会の一つ、サン･ペドロ教会が、「馬の囲い地」だっ
た場所に建っています。幅の異なる3つの身廊と翼
廊1つから成るラテン十字形の建物で、後陣3つで
構成される聖所は北の鐘楼に隣接しています。そ
のファサード上で一際注目されるのが、シトー会独
特のバラ窓です。玄関や迫元、柱頭のアーキボール
トにほどこされた一連の彫刻装飾も重要性が高く、
アビラのロマネスク様式に、興味深く幅広い図像学
のレパートリーを加えています。教会後方の軍隊広
場には、今日はもう姿を留めていないラ・アンティグ
ア・ベネディクト会修道院(ミラバーリェ宿舎)にあっ
た教会が残っています。この教会の見所は、レンガ
を縁石にあしらった粗石積みの半円形の後陣と、
軒持ち送りの北側玄関です。アンティグア坂を登っ
ていくと、ヌエストラ・セニョーラ・デ・ラス・バカス 
礼拝堂を取り囲む、アビラで最も活気のある地区
へ出ます。この礼拝堂は、2つの異なる時代に分け
て建築されたのが見て取れます。教会本体が再建
された1469年が最初、アルフォンソ・ディアスの遺
言に従って主祭室が建立された1583年が第二回
目です。聖母をモチーフにした主祭壇画は、1530年
～1531年に、ルーカス・ヒラルドとフアン・ロドリー
ゲスによって制作されたものです。見学の最後を
飾るのは、サント･トマス修道院。1483年、マルティ
ン・ソロルサノが創考、カトリック両王の財務官で
あったエルナン・ヌーニェス・デ・アルナルテによっ
て創設され、彼の死後は、その未亡人がカトリック
両王の手に後援をゆだねました。カトリック両王は、
その後、長男フアン王子の埋葬地としてこの教会を

シトー会特有のバラ窓が美しいサン・
ペドロ教会の西のファサード。



アルカサル広場- メルカード・グランデ- サン・ペドロ
教会- ラ・アンティグア修道院- ラス・バカス礼拝堂- 
サント・トマス修道院

サント・トマス修道院の主礼拝堂に納
められたカトリック両王のフアン王子の石
棺。ドメニコ・ファンセリの作品。

サント・トーマス修道院のシレンシオの回廊。欄干に
見えるのはカトリック両王とドミニコ会の標章。

選びました。修道院はゴシック後期
様式に基づいて建設、教会は修道
院建築の特徴を踏襲、一つだけの
身廊と祭室二つを配したラテン十
字形の建物ですが、祭壇と祈祷席
が一段高くなっている珍しい様式
が取られています。内部で注目さ
れるのは、ペドロ・デ・ベルゲーテ
作の主祭壇画と、ドメニコ・ファンセ
リが1510年～1510年に掛けて制
作したフアン王子の石棺です。ノビ
シアドとシレンシオの回廊が、修道
院部の完全性を高めています。修
道院内部にありながら独立性を保
っているのは、修道院の3つ目の回
廊、王の中庭を囲んでカトリック両
王が建設させた王宮です。王宮の
従属部には現在、東洋芸術美術館
が置かれています。1504年、サント
・トマス教会内に、一般教育施設
が設立されました。サント・トマス
大学では、ガスパール･メルチョー
ル・デ・ホベジャーノスを始めとす
る人々が学びました。



メルカード・グランデの南側にある、マグ
ダレーナ教会。かつてのロマネスク教
会が16世紀にコンセプション派の修

道女修道院に改装されたもので、内部にはコメデ
ィの芝居小屋も残されています。アウグスティノ会
のヌエストラ・セニョーラ・デ・グラシア修道院は、
16世紀初頭、サン・フスト・イ・パストール礼拝堂
の上に創設されました。寺院もその主祭室も、非
常に簡素な造りです。かつてのロマネスク教会の
サンティアゴ教会は、14世紀と15世紀に拡張と
改築が行われ現在の姿となりました。サンティア
ゴ騎士団が組織された場所との言い伝えがあり、
その8角形の塔はアビラの街で唯一のものです。
教会の改築はフランシスコ・ルイス修道士の発意
で行われ、広々とした唯一の身廊と控え壁の間に
設けられた祭室から構成され、8角形の大きな主
祭室を有しています。内部への入り口はルネサン
ス様式の小さなポルチコですが、丸天井の交差リ
ブにはゴシック様式の伝統が守られています。少
し離れたところにあるサン･ニコラス教会 は、アビ
ラの街の南側、イスラム教徒の納骨堂のあった近
くにあります。この教会は、アビラに残る後期ロマ
ネスク様式の教会の一つです。3つの身廊と奥深
い唯一の後陣から成り、その塔は聖所に隣接し、
北側の玄関のアーチボールトには見事な装飾が
ほどこしてあります。18世紀に改築されて現在の
姿となりました。

アウグスティノ会のヌエストラ・セニョ
ーラ・デ・グラシア修道院への入り口

使徒サンティアゴ教会の御影石製の
8角形の塔は、アビラの建築で唯一のもので
す。16世紀初頭にフアン・カンペロによって
建築されましたが、現在の塔は19世紀初頭
に再建されたものです。

アビラ市内に残る後期ロマネスク様式
のモニュメントの一つ、サン・ニコラス教会



メルカード・グランデ- マグダレーナ教会- ヌエストラ・
セニョーラ・デ・グラシア修道院- サンティアゴ教会- サ
ン・ニコラス教会

見学日程 III



この日程では、アビラの大衆建築や、主に
15世紀と16世紀に建設された住居や
宮殿を中心に、19世紀末と20世紀初頭

の傑出した建造物も見学します。 アルカサル門か
ら出発し、アビラの歴史を反映する19世紀の通り、
ラストロ通り へ向かいます。歩きながら、アビラの城
壁はその他の建造物の支えとなっており、司教館の
回廊、窓、バルコニー、塔などは、塀の壁面に向かっ
て開かれていることが分ります。ラストロ門は、ギオ
マール夫人のバルコニーと呼ばれる16世紀建設
のバルコニーを支える、2対の四角形の塔に両脇
を挟まれた門です。ラストロ広場は、ナバス侯爵宮
殿を中心にペドロ・ダビラ広場まで立ち並ぶ建造
物から形成される、中世そのもののスペースに面し
ています。これらの建物は、開口部の乏しさと配置
の仕方、銃眼を設けた射眼つき胸壁などから、その
防衛的・軍事的特質が伺え、また、アビラの貴族階
級の派閥争いのため、城壁内でも頑強に造られて
あったものと考えられています。内部では、レンガ作
りの中庭や、馬蹄型アーチに縁取られた扉や窓の
配置の仕方から、スペインのイスラム文化の存続
が感じられます。

ラストロ通り付近の背の低い壁面や円塔
は、最後に建築された部分です。司教館は、城壁
の南部の壁面に面して建てられています。

ギオマール夫人とマンケオスペセの城主と
の悲恋の物語を髣髴とさせるギオマール夫人
のバルコニー

見学日程 IV 



アルカサル門- ラストロ通り- ダビラ宮殿- 司教館-カテ
ドラル広場 

カテドラル広場にあるベラーダ宮殿の
格子窓

アンヘル・バルベロ作の新ムデハ
ル様式の建築、レパラドーラス修
道院も非常に興味深い建物です。
現在は住宅と弁護士協会に改築
されています。
ペドロ・ダビラ広場には、珍しい中
庭と、馬の乗り降りに用いられた、
井戸を設えた玄関 の残るディエ
ゴ・サルセド邸があります。ナバス
侯爵宮殿との歴史的・建築上での
関連性が壁に如実に現れている
ナバモルクエンデ邸のあったアレ
バロ中尉広場には、司教館とサン
・イグナシオ・デ・ロヨラ教会 が建
っています。広場を出て、アレマニ
ア通りへ向かう前にいったん足を
留め、アビラのブルジョア階級に
よって建てられた近代主義の家々
を眺めてみましょう。
そのままアレマニア通りを歩いて
いくと、カテドラル広場に出ます。
ここから見えるのは、  パチェコ学
士の家(復元され、今日ではカサ
・デ・ラス・アグアスの名で知られ
ています。)で、形の不規則な中庭
と丸天井のある展示ホールに、
16世紀末の建築の特色が見られ
ます。ホテルに改装されたエル・
パラシオ・デ・ベラーダ （ベラーダ
宮殿）では、しっかりした塔、中庭、
トスタード通りに面した玄関など
が見所です。かつてのゴメス・ダビ
ラ邸 、現在のバルデラバノス宮殿
で、ゴメス・ダビラ邸 時代から残
されているのは、見事な装飾をほ
どこした15世紀ゴシック様式の玄
関と、1877年に復元された塔本
体のみです。



カテドラル～サン・ビセンテ門
カテドラル- 司教館- 肉屋の館- サン・マ
ルティン病院- サン・ビセンテ門- サン・ビ
センテ教会-

アビラのカテドラル は、ヨーロッパの要
塞を兼ねた大聖堂の明確な一例に
挙げられます。カテドラルが中世都市

を特徴付ける要因であったとすれば、アビラでは
カテドラルと街の間に、宗教のみに限定されない
密接な結びつきがありました。特にその防衛的な
性質は顕著で、カテドラルの聖所は要塞の一部で
あり、城壁で最も頑強な円塔となっています。
アビラのカテドラルは中世建築の生きる模範で
あり、マヌエル・ゴメス・モレーノ氏が述べたよう
に、おそらくカスティーリャ地方に初めて登場し
たゴシック様式の建築です。
救世主を祀るカテドラルは、かつてのロマネスク
教会の上に建設され、最古の部分は1160年～
1180年の建築と考えられています。カテドラル
建設に最初に携わった名工が、フランス建築の
権威であったフルチェルだったことは疑う余地
がありません。建物全体の設計と最初の企画の
変更を行い、赤味がかった石を用いた建築でこ
の空間に見事な柔軟性を持たせた当初の聖所（
すでにゴシック様式）を建設しました。建築工事
は歴史の流れとともに、不規則に行われるように
なり、当初の設計企画には頻繁に変更が生じ、数
多くの芸術家たちが参加しました。建築士、建築
家、画家、彫刻家、金細工師、鍛冶職人たちが、
建物の完成、調度品や祭壇画や内
陣、祭壇、鉄格子、説教壇、オルガ
ン、石棺などの設置の作業に携わ
りました。
ここで少し時間をとり、身廊、祭室、
回廊、博物館などをゆっくり見学し
ましょう。フアン・ロドリーゲスとル
ーカス・ヒラルド制作の王の祭壇
は一見の価値があります。制作にさ
まざまな名工が携わった内陣は、ス
ペインのカテドラルで重要な価値
を持つ珠玉の作品です。

/ .../ １２世紀半ばのパリ建築の揺籃期
の最高傑作と、フランスが主張してきてもおか
しくない / .../ M. ゴメス・モレーノ



見学日程 V

アビラのカテドラルの主祭室の祭壇画。ペドロ・
デ・ベルゲーテ、サンタ・クルス、フアン・デ・ボルゴー
ニャの作品。

１５７１年、フアン・デ・アルフェ制作
のカテドラルの聖体顕示台

主祭室は、カスティーリャで 初め
て登場した6部構成の丸天井であ
り、ペドロ・デ・ベルゲーテ、サンタ
・クルス、フアン・デ・ボルゴーニ
ャの祭壇画が飾られています。
周歩廊に置かれたアロンソ・デ・
マドリガルの石棺は、スペイン・ル
ネサンス様式の重要な作品です。
回廊と、カテドラル内の博物館の
展示室の見学へ戻りましょう。こ
の博物館の展示室には、今日も
聖体の祝日の宗教行列に欠かせ
ない、フアン・デ・アルフェ制作の
聖体顕示台が収められています。 
12使徒の門の正面には、旧司教
館（今日では郵便局の歴史的建
物と公共図書館が置かれていま
す）がありましたが、わずかに玄
関とベラーダ宮殿正面の興味深
い角窓のみが今日も姿を留めて
います。この敷地内に、かつての
司教区会議室であり、パラシオ・
デル・レイ・ニーニョとも呼ばれる
司教館 があります。



城壁に囲まれた敷地から、カテドラル門またはペソ・
デ・ラ・アリーナ と呼ばれる門から外へ出ます。この門
は、司教小門の代わりとしてアビラの門で一番遅くに
開かれた門で、16世紀末に、フェリーペ2世のお抱え
建築家であったフランシスコ・デ・モラの設計で完成
し、フランシスコ・マルティンによって1595年に建設
された肉屋の館の一部となっています。この門のすぐ
そばにあり、やはり城壁に隣接しているのは、16世紀
半ばに合理論者マンソによって寄贈された旧サン・マ
ルティン病院の玄関です。聖マルティンがマントを裂く
様子が描かれた、アーチで覆われた高さのあるレリー
フが、かつての守護聖人の名を告げています。正面に
はアビラ建築の特色が豊かに取り入れられた、マルド
ナド学士邸があります。ここは今日、テリャマール財団
の本部として用 いられています。サン・ビセンテ教会
は、外国文化とカテドラル建築の影響を受けた、アビ
ラのロマネスク様式の偉大な作品であり、アビラの
街に品格をもたらしています。3つの身廊と翼廊一つ
を配するラテン十字形の建物で、側廊上に二階席を
設けた珍しい様式が取られています。地下聖堂上に
設けられた3つの後陣を持つ聖所が、外側へ向いた
ほっそりとした後陣を際立たせています。主身廊の対
角アーチの丸天井は、見事なゴシック様式です。主祭
室にある聖書の場面を彫刻した柱頭、ビセンテ、クリ
ステタ、サビーナの各聖人たちの逮捕、有罪宣告、殉
難を描いた聖人の墓碑、西側の玄関と南側のコーニ
スには、この教会で最も美しい見
事な彫刻が集められ、ブルゴーニ
ュの工房との関連性が見られま
す。19世紀半ばからは、これらの
彫刻群の度重なる修復作業が開
始され、レプジェス、バルガスを中
心に、エルナンデス・カジェホ、ビセ
ンテ・ミランダなどの多くの建築家
が携わりました。この近くには、ウミ
ジャデロ(十字架や像の建っている
ところ)　と呼ばれる、内部に処刑
者のキリスト像の祀られた16世
紀の建物があります。

聖ビセンテの聖体安置所。１２世紀終盤
に完成された聖ビセンテの聖体安置所には、ビ
センテ、クリステタ、サビーナの各聖人たちの逮
捕、有罪宣告、受難が教訓的に描かれてありま
す。アビラのロマネスク彫刻の傑作の一つです。

用地の起伏や聖堂の殉教的性質がサン・
ビセンテ教会の正面、平面図、構造に影響を
及ぼしました。



サン・アンドレス教会は石職人の集落だ
ったと伝えられる地区に建っています。
この教会は3つの身廊と、アビラのロマ

ネスク教会の中で最も広い主祭室から形成されて
います。この教会で目を引くのは、今日では公開さ
れていませんが、柱頭に見られる図像学の作品群
です。教会の広場には、特筆すべき建物があと２つ
あります。一つめは、直線と曲線からなるアーチとリ
ンゴを冠したゴシック式の珍しい玄関を持つギジャ
マス家邸宅です。２つめは、アビラの孤児院だった
旧コンセプション修道院です。

見学日程 VI

サン・アンドレス教会-エンカルナシオン修道院- サン・フランシスコ   
修道院- サン・アントニオ修道院

アビラのロマネスク建築の傑作の一つ、サン・アンドレ
ス教会の南側の玄関

かつてのサン・フランシスコ修道院は
市民ホールに姿を変え、文化省の世界遺
産都市賞を受賞しました。

サン・フランシスコ広場には、聖
フランシスコが創設者と伝えられ
る、今は姿を留めていないサン・
フランシスコ修道院の講堂として
復元された教会があります。13世
紀の建築で、15世紀にはダビラ
家が新たに主祭室を加え、同世
紀の末にはプラセンシアの司教
のロドリーゴ・ダビラ・バルデラバ
ノが、聖所に隣接する、聖アント
ニオを祀る8角形の祭室を建て
ました。おそらくフアン・グアスの
作品と伝えられるその星型の丸
天井は、アビラで最も美しいもの
です。この修道院の建設工事は
16世紀中まで続きました。



エンカルナシオン修道院 は、サン・ビセンテ門と同
じエルビラ・ゴンサレス・デ・メディナを創設者とし
て、1478年に半俗修道女修道院として付近の家々
に創設されました。ベアトリス・デ・ギエラ夫人が修
道院長であった1510年、かつてユダヤ教の墓地で
あった現在の場所に移り、彼女たちは誓願をし修
道女たちとなりました。18世紀には教会内部がバ
ロック様式に改装されました。祭壇や祭壇画もバロ
ック様式のものです。修道院の中には、跣足カルメ
ル会の博物館が設けられています。十字架のキリ
ストを描いた、フアン・デ・ラ・クルス 作のデッサン
が傑出しています。
次に見学するのは、サン・アントニオ修道院です。
1577年、ロドリーゴ・デ・アギラが創設したこの修
道院には、1587年に制作された珍しい蛇の噴水
を今日も留める、16世紀の庭園が正面にあります。
1728年～1731年には、ペドロ・リベラが修道院内
にポルテシア（門番）の祭室を建設しました。

聖テレサの人となりと偉業を記念する
博物館。エンカルナシオン修道院の中にあり
ます。

エンカルナシオン修道院は、アビラ市の跣
足カルメル会の代表的な建物です。聖テレサは
ここで３０年以上に渡って過ごしました。
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マップガイド１
見学日程 I
城壁

見学日程 II
Plaza del Alcázar（アルカサル広場）- Mercado 
Grande（大市場）- San Pedro（サンペドロ教
会）- La Antigua(ラ・アンティグア修道院)
- Ermita de las Vacas（ラス・バカス礼拝堂）- 
Santo Tomás（サント・トマス修道院）

見学日程 III
Mercado Grande(大市場)- Iglesia de 
la Magdalena(ラ・マグダレーナ教会)- 
Monasterio de Nuestra Señora de Gracia(ヌ
エストラ・セニョーラ・デ・グラシア修道院)- 
Iglesia de Santiago(サンティアゴ教会)- Iglesia 
de San Nicolás(サン･ニコラス教会)

見学日程 IV
Puerta del Alcázar（アルカサル門） ‒ Paseo 
del Rastro　（ラストロ通り） ‒ Palacio de los 
Dávila（ダビラ宮殿） ‒ Palacio Episcopal（司教
館） ‒ Plaza de la Catedral（カテドラル広場）

見学日程　V
Catedral（カテドラル） ‒ Episcopio　（司教
館） ‒ Casa de las Carnicerías（肉屋の館） 
‒ Hospital de San Martín（サン・マルティン病
院） ‒ Puerta de San Vicente （サン・ビセンテ
門）‒ San Vicente（サン・ビセンテ教会）
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マップガイド2
見学日程　VI
San Andrés （サン・アンドレス教会）‒ La Encarnación （
エンカルナシオン修道院）‒ San Francisco（サン・フラン
シスコ修道院） ‒ San Antonio（サン・アントニオ修道院）

見学日程 VII
Palacio de los Serranos（セラーノ家の宮殿） ‒ Santa 
Catalina（サンタ・カタリーナ修道院） ‒ Casa del Conde 
Orgaz（オルガス伯邸） ‒ Casa de Guillamas（ギジャマ
ス邸） ‒ Ruinas de San Gil（サン・ヒルの廃墟） ‒ Casas 
de Guiomar de Ulloa （ギオマル・デ・ウジョア邸）‒ Casa 
del Regidor Antonio（アントニオ・ナバロ参事会議員
邸） ‒ Monasterio de Santa Ana（サンタ・アナ修道院） 
‒ Monasterio de San José（サン・ホセ修道院）

見学日程 VIII
Puerta de San Vicente（サン・ビセンテ門）‒ Casa de 
Suero de Águila（スエロ・デ・アギラ邸） ‒ Casa de Miguel 
de Águila（ミゲル・デ・アギラ邸） ‒ Mosén Rubí（モセ
ン・ルビ広場） ‒ Los Paules（パウレス） ‒ Palacio de 
Diego de Bracamonte（ディエゴ・デ・ブラカモンテ宮殿） 
‒ Palacio de Bernardino de Henao （ベルナルディーノ・
デ・エナオ宮殿）‒ Puerta del Carmen（カルメン門）

見学日程 IX
Plaza del Mercado Chico（メルカード・チコ広場） 
‒ Palacio de Polentinos（ポレンティーノ宮殿） ‒ Iglesia 
de San Esteban（サン・エステバン宮殿） - San Segundo（
サン・セグンド礼拝堂）

見学日程 X
San Segundo（サン・セグンド礼拝堂） ‒ Puerta de 
la Malaventura（マラベントゥラ門） ‒ Portada de 
Santa Escolástica（サンタ・エスコラスティカの玄関） 
‒ Convento de La Santa（ラ・サンタ修道院） ‒ Centro de 
la Mística（神秘神学センター） ‒ Palacio de Núñez Vela（
ヌーニェス・ベラ宮殿） ‒ Palacio V. Rengifo（バスケス・
レンヒフォ宮殿） ‒ Palacio Ochoa Aguirre（オチョア・ア
ギレ宮殿） ‒ Palacio de los Guzmanes（グスマネス宮殿） 
‒ San Juan（サン・フアン教会） ‒ Capilla de las Nieves（ラ
ス・ニエベス礼拝堂）
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レストラン



コミュニケーション

観光施設

インターネット

サービス

アビラ市役所

世界遺産都市機構

世界遺産指定都市

スペイン語の辿った道

スペインのユダヤ人街ネットワーク

便利情報
周辺都市までの距離

マドリッド：109.9 km バジャドリッド
セゴビア トレド
サラマンカ カセレス

バスターミナル
電話

鉄道の駅

電話

ラジオタクシー

アビラ市役所

電話
電話. 市民対象ヘルプライン

観光案内所

電話

アビラ市公式ツーリストインフォメーショ
ンのウェブ

地方の観光関連組織

電話

国家警察

電話

市警察

電話

治安警察

電話

消防署

電話

道路
高速道路
自動車専用道

自動車専用道

自動車専用道
自動車専用道

空港
マドリード - バラハス空港。アビラか
   110km
ビジャヌブラ-バジャドリッド空港。アビラか
    120 km

カスティーリャ・イ・レオン自治政府
観光局

電話

カスティーリャ・イ・レオンに関するツー
リストインフォメーション
電話

アビラ・ツーリストインフォメーション
電話

城壁関連インフォメーション
電話

ヌエストラ・セニョーラ・デ・ソンソーレス病院

電話

地方病院

電話

サンタ・テレサ・クリニック

電話

赤十字救急車
電話

郵便・電報局

電話



今日ではアビラ銀行の文化センターと
姿を変えた、イタリア広場のセラーノ
家の宮殿 は、ペドロ・アルバレス・セ

ラーノとレオノール・サパータ夫妻により、16世紀
半ばに他の家々の上に建てられました。建物は、
アビラ市の地形に合わせてエストラーダ通りと角
を成し、そのファサードはアビラの建築に珍しい
3段階形式のものです。

見学日程 VII 

イタリア広場～サンタ・アナ広場
セラーノ家の宮殿- サンタ・カタリーナ修道院- オル
ガス伯邸- ギジャマス邸- サン・ヒルの廃墟- ギオマル
・デ・ウジョア邸-アントニオ・ナバロ参事会議員邸-サ
ンタ・アナ修道院- サン・ホセ修道院

セラーノ家の宮殿

この宮殿の正面には、15世紀末
にカタリーナ・ギエラ夫人の遺言
に基づいて創設された、旧サンタ
・カタリーナ・ドミニコ会修道院
のルネサンス様式の玄関が姿を
留めています。レスギナス通りを
そのまま進んでいくと、オルガス
伯爵邸（かつてのレスギナス邸）
に着きます。玄関は半円アーチと
幅広の迫石、16世紀初頭によく
見られた馬蹄型アーチを囲む長
方形のフレームで縁取りされて
います。



ヘロニモス広場には、ギジャマ家一族所有の家が
あり、粗石積みの箱と板枠で製作した壁に、アビラ
市の建築の特色が表れています。ここは今日では、
アドラトリセス修道院となっています。旧ヘロニモ
ス修道院 の破風鐘楼は、アビラの街心の景観の目
印です。今日では廃墟となっているこの地には、はじ
めにイエズス会、16世紀末からはヒエロニムス会が
置かれ、アビラの精神性の中心として栄えた場所で
した。そのすぐ近くにあるのは、聖テレサの友人で
協力者であったギオマール・デ・ウジョア夫人の館
です 。エドゥアルド・マルキーナ通りには、アントニ
オ・ナバロ参議会議員邸 、今日の商工会議所本部
があります。ここで興味深いのは、絶妙な調和の陸
屋根を持つ中庭です。見学ルートの次の訪問地は
サンタ・アナ広場です。この広場には、改装されて現
在ではカスティーリャ・イ・レオン自治州政府本部
の置かれている、旧サンタ・アナ修道院があります。
3段の装飾アーケードで形成された回廊と、身廊一
つのみの寺院の素晴らしさが、中を訪れる人々を
驚かせてくれます。
同広場には、1467年、フアン・ヌーニ
ェス・ダビラが創設した、クリスト・デ・
ラ・ルス礼拝堂もあります。

シトー会のサンタ・アナ修道院は、アビ
ラ市の代表的な修道院の一つでした。

聖テレサが最初に創立し
たサン・ホセ修道院

見学日程 VII 



見学の終わりに、聖テレサが最初
に創設したサン・ホセ修道院 ま
で足を延ばしてみましょう。この修
道院は当初、一連の住居から構
成されていたもので、その後、一
箇所にまとめたり併設させたりし
ながら今日残る建築空間が形成
されていきました。 そのため、ア
ビラのその他の修道院の建築様
式とは全く異なるスタイルが見ら
れます。
現在の寺院は、17世紀初頭にカ
ルメル会の典型様式に従ったフラ
ンシスコ・デ・モラの設計で建築さ
れたものです。



この日程では、アビラの大衆建築の大部
分を見学することができます。ロペス・
ヌーニェス 通りにはかつて、アギラ一

族の邸宅が立ち並んでいました。最初に現れる
のは、城壁に併設して建てられたディエゴ・デル・
アギラ邸 です。これまでの度重なる改装にもかか
わらず、16世紀の当初の建築の一部が、その後
の改装に再利用され、現在も姿を留めています。
スエロ・デル・アギラ 邸またはベルドゥゴ邸 は、
16世紀初頭に建物の大部分が建築されました。
グレーの御影石の切石造りのファサードの壁の
いかめしさを、玄関の装飾とその上のグロテスク
模様の綿密な彫刻をほどこした開口部がうまく和
らげています。
建物に突き出た2本の塔の片方には、 豚の像が隣
接しています。ポルチコを配した2本の通廊で形作
られた中庭は、おそらく16世紀初頭に造られたも
のと考えられています。ここは現在、アビラ市役所
所有の建物となっています。1540年頃の建築と思
われるミゲル・デ・アギラ邸 の玄関は、非常に質素
な造りで中世の趣向は見られません。プラド美術館
に寄贈されたこの建物は、同美術館の所属展示室
用に改装されるようです。 モセン・ルビ広場の、聖
母受胎告知病院（現在ドミニク会修道院）とモセン
・ルビ礼拝堂で形作られた空間は、アビラ建築の
中で最も個性的な建造物が集められています。モ
セン・ルビ礼拝堂の建築には、後期ゴシック様式
とルネサンス様式の共存が見事に反映されてい
ます。16世紀初頭のマリア・エレラ夫人が創設者
とはいえ、建築は彼女の死後、その財団の後援者
に指名されたディエゴ・アルバレス・デ・ブラカモン
テによって開始されました。マリスカル門への途中
に２つ、興味深い家があります。一つめはアギラ家
とブラカモンテ家所有のもので、その玄関の建築
は16世紀にまでさかのぼります。16世紀の建築
のブラカモンテ宮殿で注目されるのは、ポルチコ
を配した広々としたパティオです。

サン・マルティン教会のムデハル様式の塔

ロマネスク様式の先端部とムデハル様式の本体
部を持つヌエストラ・セニョーラ・デ・ラ・カベサ教会



見学日程 VIII

サン・ビセンテ門～カルメン門
サン・ビセンテ門- スエロ・デ・アギラ邸- ミゲル・デ・
アギラ邸- モセン・ルビ広場- パウレス- ディエゴ・デ・
ブラカモンテ宮殿- ベルナルディーノ・デ・エナオ宮
殿- カルメン門

旧ディエゴ・デ・ブラカモンテ宮殿、今日のカスティーリャ・イ・
レオン自治州の文化省本部のパティオの装飾アーケード。

ここから、今日のパラドール・デ・ツー

リスモ、かつてのベルナルディーノ・デ

・エナオ宮殿へ向かいます。旧カルメ

ン修道院の敷地にあるコンセプション

・アレナル広場には、州立公文書館が

建っています。ここは、１６世紀初頭

に再建されたカルメン門の上の破風

鐘楼で有名です。その後、サン・マルテ

ィン教会とヌエストラ・セニョーラ・デ

・ラ・カベサ教会の２件の興味深い建

物を見学します。サン・マルティン教会

ではムデハル様式のレンガ作りの塔

が驚かせてくれますが、サンタ・マリア

では、そのロマネスク様式の先端部と

ムデハル様式の身廊とが見事にマッ

チしています。



メルカード・チコ（小市場）は、市場の置
かれる場、会議の場、お祭りの場とし
て、今も昔もアビラ市の中心として賑

わっています。18世紀末にアントニオ・クエルボの
設計で工事の始まった建設には数多くの建築家が
携わりましたが、完成は19世紀を待たねばなりま
せんでした。市庁舎は1865年、バスケス・デ・ス
ニーガの作品です。サパテロス通りを通り、バジェ
スピン通りを進むと、ポレンティーノス宮殿 、現在
の陸軍公文書館に着きます。ここが、アビラ芸術で
最も傑出した建築作品の一つであることは疑いの
余地がありません。16世紀の名工たちの作品です
が、修復作業を完成させた19世紀の建築家たちの
作品でもあります。玄関とプラテレスク様式の中庭
は、アビラ建築の装飾性と独自性の極みと言えま
す。バジェスピン通りをそのまま行くと、城壁内に
残る唯一のロマネスク寺院、アビラで最も質素な
サン・エステバン教会 に出ます。 元来の建築で今
日も姿を留めているのは、サン・アンドレス教会に
ならったしっかりした後陣と、北側の壁、16世紀の
再建で再利用された部分などです。サン・セグンド
門または デル・プエンテ門と呼ばれる門を出て、ア
ビラで一番立派なロマネスク寺院の一つ、サン・
セグンド礼拝堂を見学します。この礼拝堂は当初
は聖ルシアと聖セバスティアンを祀っていました
が、16世紀初頭、聖セグンド（アビラ最初の司教）
のものと推測される遺体の発見
により、守護聖人の変更が成さ
れました。 礼拝堂の内部では、
フアン・デ・フニ作の聖セグンド
の石棺と、格天井に一見の価値
があります。

ポレンティーノス宮殿のプラテレスク様
式のパティオ

アダハ川とアビラの守護聖人を祀ったサン・
セグンド礼拝堂の眺め

装飾をほどこしたロマネスク様式の柱頭
と、かつての多色性を留めるサン・セグンド礼拝
堂の主祭室内部



見学日程 IX 

メルカード・チコ～サン・セグンド礼拝堂
メルカード・チコ広場- ポレンティーノ宮殿- サン・エ
ステバン教会- サン・セグンド



サン・セグンドとデル・プエンテの地区は
中世より、製造業で栄えていました。セ
ラフィン・デ・タピアが述べたように、ア

ビラではユダヤ教徒、イスラム教徒、キリスト教徒
がお互いを補足しあって働き、製造業に携わる人
口が高い割合を占めていたのです。すなわち、ユ
ダヤ教徒は主に皮革製品と衣類製作に関連した
仕事に、イスラム教徒は建築に、キリスト教徒は
製造業一般に均一に携わっていたのです。そんな
皮革製造業の一例は、皮革の加工作業を行ってい
たサン・セグンドなめし皮工場 で、記録によると、
その製造に従事していたユダヤ教徒所有のもの
だったと考えられています。これらの設備は、アビ
ラに現在も残る、当時の産業活動を示す珍しい
例となっています。城壁の南側の壁面の設計を見
ながら、マラベントゥラ門 から入ります。この門の
後方には、記録にも残っている旧ユダヤ人街があ
りました。最初に見えるのは、カバラまたはユダヤ
思想の重要作品｢ゾハール（光輝の書）｣の作者、
モーゼ・レオンの庭園です。ユダヤ人街のこの区
域は、アビラの街の他の部分に比べると改装が比
較的少なかった場所で、ポルシーリョ通りには、御
影石の側柱に支柱をかった、先のわずかに尖った
レンガ造りの2つのアーチが形作る、シナゴーグの
玄関も姿を留めています。扉を縁取っていた半円
アーチもまだ見ることができます。
すぐ近くには、かつてのサンタ・エスコラスティカ病
院のペドロ・デ・ビニエグラ作の玄関が見られます。
この病院の後方に、修道院、ベラ家の宮殿と城壁
から形成される、ラ・サンタ広場があります。
ラ・サンタ門から出ると、さまざまな宗教と文化の神
秘神学の解釈に用いられている、最近の建築、神秘
神学センターがあります。 マードレ・ソレダー 通りで
は、貴族階級の建造物の普遍的情景を目にできる
建物が３つ建ち並んでいます。最初は、16世紀初
頭に建設を開始し、17世紀初頭にようやく完成し
たバスケス・レンヒフォ宮殿 (シエルバス・デ・マリ
ア)。その隣にあるのは、1580年頃に建てられたオ
チョア・アギーレ宮殿です。そのファサードには、非



見学日程 X

サン・セグンド礼拝堂～ラス・ニエベス礼拝堂
サン・セグンド礼拝堂-マラベントゥラ門- サンタ・エス
コラスティカの玄関- ラ・サンタ修道院- 神秘神学セ
ンター-ヌーニェス・ベラ宮殿-バスケス・レンヒフォ宮
殿- オチョア・アギレ宮殿- グスマネス宮殿-サン・フア
ン教会- ラス・ニエベス礼拝堂

かつて製造業で栄えたデル・プエンテ
地区（サン・セグンド地区）には、なめし皮工
場が残っています。画像は、自然解釈のクラ
スのものです。

１７世紀、テレサ・デ・セペーダの生
家の敷地内に建てられたサンタ・テレサ
修道院

ポシーリョ通りのかつてのシナゴー
グの玄関

ペルー最初の副王であったブラ
スコ・ヌーニェス・ベラ宮殿 （現
在の県議会）は、16世紀の建築
です。 ラ・サンタ修道院と教会は
17世紀、聖テレサの生家のあっ
た土地にバロック様式で建てら
れました。20世紀初頭に、レプジ
ェス・イ・
バルガスによって跣足カルメル会
の博物館用の建物が建設されま
した。現在は、建築学的に重要性
の高い地下聖堂の中に設けられ
ています。



常に滑らかな装飾と対称的に刳型
で装飾された開口部が見られます。 
コラル・デ・カンパーナス広場に出
ると、グスマーネス家の館とも呼ば
れ、現在はアビラ県議会本部の置
かれている、ガルシバーニェス・デ・
ムシカ邸 があります。皆の注目を集
める角の巨大な塔が、この種の建造
物の軍事的性質を表しています。ポ
ルチコを配した中庭も一見の価値
があります。
サンチョ・ダビラ通りを進むと、か
つてのロマネスク教会が15世紀と
16世紀に改装されたサン・フアン教
会へ出ます。その鐘が合図となって、
前廊でアビラの市議会が召集されて
いました。この教会がまさに、テレサ
・デ・セペーダ （聖テレサ）とトマス
・ルイス・デ・ビトリア（宗教音楽家）
が洗礼を受けた場所です。レジェス
・カトリコス通りへ向かう途中にある
のは、アビラのユダヤ教徒の家が立
ち並んでいたと記録があるアンドリ
ン通りで、昔も今もアビラの商業の
中心です。この通りには、かつてアビ
ラの主要なシナゴーグがあった敷地
内に、マリア・ダビラ夫人が15世紀
末に建設したラス・ニエベス礼拝堂
があります。狭い路地の聖所に隣接
し、面白い造りのユダヤ教のラビの
家があったと伝えられています。

グスマーネス家の大きな塔（現在は
アビラ県議会本部）と、コラル・デ・カンパ
ーナス広場に建つサン・フアン・デ・ラ・ク
ルスの像。



6月第一週目、アビラでは「伝説の夕べ」が開催されます。史
跡で上演される、アビラの歴史に関連した伝説がかつての時代と
人々を髣髴とさせ、幽玄の世界へと案内してくれます。

お祭りと慣習

城壁の夜の観光も6月から始まります。塁壁の通常の見学だ
けでなく、木曜～土曜日には、お芝居を盛り込んで登場人物が城
壁の歴史を語ってくれる芝居形式の見学コースもあります。

聖週間

Interés Turístico Nacional（国の観光

的価値）に認定された聖週間の特徴

は、宗教行列の簡素さと厳粛さにあり

ます。受難の金曜日（聖金曜日）から復

活の主日（聖日曜日）までアビラの待

ちを練り歩く行列はもちろんですが、

その他の行事に関してもここにまとめ

てみました。典礼の性質を持つものに

は、聖金曜日の深夜に城壁の周りで行

われる 「十字架の道」や、メルカード・

チコ広場で行われる「キリストの７つ

の説教」などがあります。 しかしなが

ら、聖週間にはまた、一般大衆に圧倒

的な人気を誇る、伝統的な「羊のゲー

ム」やバカラが水曜日から土曜日まで

アビラのカジノで行われます。これは、

唯一、聖週間にゲームが許されていた

名残です。もちろん、現在では新しい

時代に合わせて、女性もゲームに参加

できるようになっています。

復活の主日の行列が終わった後、復

活の庵へ向けて出発するプラディージ

ョの巡礼も、今日に残る習慣の一つで

す。人々は、おやつやサングリアを持参

して出かけ、人気のオークションに参

加したりして楽しい一日を過ごします。



アビラの守護聖人、聖セグンド
アビラの守護聖人、聖セグンドの遺体が1594年に
アビラのカテドラルへ移送されたのを記念して、5月
2日には聖セグンドの巡礼が行われます。
このお祭りに関連し、さまざまな伝統が残っていま
す。礼拝堂までの宗教行列には民間の役人や軍人
が聖人の像に随行することや、一番若い市議会議
員がアビラ志願兵の旗を持たねばならないことな
どが決められています。その時代の衣装で盛装した
棒持者たちが、銀のりっぱな金頭杖を持って街を練
り歩く姿は圧巻です。カテドラルで行われる厳粛な
ミサの間、アビラ市の旗が主祭壇に翻っているのも
興味深い習慣です。 
聖セグンドのロマネスク様式の礼拝堂は、聖人に祈
りを捧げ、３つの願いのうち一つを叶え
てもらえる期待を胸にふくらませた老若
男女で賑わいます。願いごとをするには、
布製のハンカチをフアン・デ・フニ作の祈
祷用の聖人像の口に差し入れ、聖人の遺
骸が収められていると言われる骨壷に触
れなければなりません。

夏祭り 
コンサート、闘牛、素人闘牛、シアターな
どで、7月の夏祭りのプログラムは目白
押しです。
夏祭りの行事と合わせ、アビラの街では
夏の間、文化的行事も盛んに行われま
す。Noches y Almenasのプログラムは、
アビラの代表的な宮殿やモニュメントで
開催されます。夏の間、アビラの街は、さ
まざまな大学や文化財団主催の夏期講
習の開催地としても賑わいます。

中世の市場 
9月初旬、アビラの街に中世時代が蘇ります。旧
市街の通りや広場には、さまざまな香りのお香や
ハーブ類、チーズ、腸詰類を売る屋台や天幕が
立ち並び、奴隷売り、軽業師、吟遊詩人、騎士、国
王、修道士たちの姿でいっぱいになります。



お祭りと慣習

手工芸品の見本市
ラストロ通りで開かれる手工芸品の見本市は２つあります。一つ目は陶
工や陶芸家たちが陶芸作品を展示するAvialfarです。もう一つは8月に行
われる、Adava主催の手工芸フェアで、手工芸職人たちが腕をふるって製
作した、さまざまな材質や形状の世界で唯一の作品が展示されます。同フ
ェアの敷地内で平行して、手工芸の技術を見せるワークショップなどの活
動も行われます。

ビルヘン・デ・ソンソーレス

アビラから5キロのところにある、ソンソ

ーレスの礼拝堂には、アビラとアンブレ

ス渓谷の村の人々の信仰を集める聖母

像が祀ってあります。ビルヘン・デ・ソン

ソーレス崇拝は中世に始まり、礼拝堂に

あるカイマンや船、祈願成就の感謝を

表す奉納物の部屋の存在を説明する、

さまざまな奇跡と関連付けて考えられ

ています。　

7月第一週の日曜日には、礼拝堂の敷

地内でこの守護聖人のお祭りが行われ

ますが、10月に行われるお祭りの方が

盛大です。10月最初の日曜日は、Ofren-

da Chica（小奉納）または 小蛇の奉納と

呼ばれ、第2日曜日はOfrenda Grande（

大奉納）または渓谷の村々の奉納、 第

3日曜日はラ・コリージャの奉納と呼ば

れます。甘いお菓子、小バグパイプ、小

太鼓、旗ゲーム、オークション、渓谷の村

々の特産品の供物、コプラやホタの踊り

がアビラで最も伝統色の濃い、彩り鮮や

かなお祭りを盛り上げてくれます。 

聖テレサのお祭り

10月15日、アビラの市庁舎のバルコニ

ーでお祭りの開会が宣言されると、聖テ

レサのお祭りの始まりです。大人形、頭

を模った張子人形、大蛇の人形などが

街を練り歩き、メルカード・グランデの聖

テレサの彫像の前にお花を献上します。

この日は、カテドラルで厳粛なミサが執

り行われますが、その間、アビラ市の旗

が主祭壇に翻るという伝統が守られて

います。コンサート、闘牛、花火、スポー

ツ競技など、さまざまな催しが目白押し

のお祭りの一週間です。

聖テレサのお祭りと合わせ、フラメンコ

週間も開催されます。



アビラ独特の食文化は、多様性極まる地
形と気候に恵まれたアビラ地方から取
り寄せられた、農産物と畜産物の食材

から生まれました。アビラの郷土料理の特徴は、そ
の質素さと、イスラム教、ユダヤ教、キリスト教の３
つの文化の共存から生まれた伝統にあります。 
焼肉、煮込み料理、デザート、タパスなど、アビラの
偉大な土地の豊かで新鮮な食材をふんだんに使
ったお料理をごゆっくりお楽しみください。大急ぎ
でやってきて召し上がってはだいなしですよ。選択
肢は迷うほど沢山ありますし、またアビラへ戻って
くる理由は沢山ありますからご安心を。
おいしいお食事と料理人の素晴らしい腕を堪能す
るには、２つ方法があります。アビラの伝統である「
タパスに行く」のと、立派なレストランに腰を落ち着
けてボリュームたっぷりのお料理をいただくこと。も
ちろん、２つとも試すという手もあります。
お食事の皮切りには、ロースハムやチョリソーの煮
込みなどの腸詰類を盛り合わせたオードブルや、ガ
ーリックスープやカスティーリャ風スープでどうぞ。

白インゲンと豚の腸詰類の煮込み

アビラ特産の子牛のリブステーキ



食文化

パタタス・レボルコーナス（引っくり返したポテト）

子豚の丸焼き

アビラ名物の有名なお菓子、ジェマス

アビラ産の豆料理は有名です。小粒の

インゲン豆や、バルコ・デ・アビラの原

産地呼称のついたインゲン豆、白豆、

赤豆、ラ・モラーニャ産のヒヨコマメな

ど種類も豊富です。スターターにはも

っと軽いものをご希望でしたら、野菜

料理がいろいろと揃っています。

じゃがいもを使った名物料理に、茹で

てつぶしたジャガイモをパプリカと豚

の脂身のフライで味付けしたパタタス

・レボルコーナス（ひっくり返したポテ

ト）があります。

グリル、フライ、鉄板焼き、網焼きなど

の肉料理もアビラの郷土料理には欠

かせません。有名なアビレーニャ種

のアビラ牛には原産地呼称が付いて

おり、調理法もさまざまですが、一番

代表的なのはなんといってもやはり、

リブステーキの網焼きでしょう。 子豚

の丸焼きや子山羊や子豚のフライ、

仔羊のグリルや狩猟鳥獣の料理も有

名です。

お魚料理をご希望でしたら、アルベル

チェ川とトルメス川の豊富な川魚をお

楽しみください。マスのフライ、グリル、

マリネなどがお勧めです。

おいしいワインはどんなお料理にも良

く合います。アビラ特産のワインをご

希望でしたら、セブレーロスやエル・テ

ィエンブロなどが良いでしょう。

おいしいデザートも種類が豊富に揃

っています。一番有名なのはジェマス

と呼ばれる卵の黄身のお菓子ですが、

トリハス、アマルギーリョス、フエシー

リョス、ナティーリャス、ヘスイータス、

エンピニョナードスや各種のケーキも

忘れてはなりません。




