
すでに初夏を迎えた        2006.3.10～17 

地中海沿いの南スペイン 
 

この時期日本の気候によく似ている、スペインの地中海沿いはカタルーニ

ャ地方とアンダルシア地方をメインとしたスペイン周遊のツアーに友と一

緒に参加した。３月１０日～１７日までの 8日間は想い出に残る旅となった。 

 

ハプニングも楽しい機内食 

 

セントレアを 11.00 に飛び立ち、ルフトハンザの LH-737 便(エアーバス

A340-300)は 12.5 時間でフランクフルトに着陸する。 

この間雪に覆われ白く果てしなく続くシベリアの空を飛び続ける。スイスへ

行った時は夏の終わりで、今回のように白くはなかった。今回は南極の氷河

のような光景が見られた。特に今年はヨーロッパを大寒波がおそっておりシ

ベリアはその上をいっていることだろう。 

 

 

エアバス A340-300 の機内 



シベリア上空 10700m を 790kmで飛行する、機外はマイナス６９度と表示

されている。最初の機内食がでたときちょっとしたハプニングが!! 

私たちの席は最後尾だったが、私たち二人の分がなくなってしまったのだ。

綺麗なおねえさんは「少しお待ちください」という、いたしかたない待つし

かない。しばらくすると「今温めていますのでしばらくお待ちください」と

いう。他の人はみな食べているのに何てことだ。 

しばらくして出てきた食事はみなとは違っていた、メニューでは鶏肉のマス

タードソースになっていた。エコノミークラスの食事はなくなったのでビジ

ネスクラス用のものが出されたようだ。 

白身魚のグラタンでグーだった、これってラッキーなのかな。夕食の時はさ

すがに考えたようで、前列から食事を渡すのではなく真ん中あたりから渡し

ていた。そのため皆と同じものを食べた、これが車海老の天とじ丼でいい味

だった。 

  

   
機内のモニターとワゴンなどの収納庫 

 

フランクフルト空港でもハプニング 

 

現地時間の 15.15 フランクフルトに到着、ここでバルセロナ行きは２時間

の待ち合わせとなる。コーヒーでもと思いお店を探しながら歩いていたら待

合コーナーの人が、カップを持って席に向かっているのを見かけた。見てい

るとみなお金を出している様子はない、無料のコーヒースタンドだ。それな

らと近寄って見てもやはり料金表はない、安心してカップに注いだ。 



ところが三杯入れたところで出なくなってしまった、フィルター交換のサイ

ンが出ているようだ。後から来た人が同じくボタンを押すがだめだった。そ

の隣には新聞が置かれていた、これも無料でサービスされていた。ルフトハ

ンザは粋なサービスをしていると思った。添乗員の木村さんから夕食からホ

テルまで時間があり、小腹がすくので何かパンのようなものを買われるのも

よいと聞き立ち売りのパン屋でパンを一個買った。売り子はきれいなお姉さ

んだ、２ユーロのパンを一個買い１０ユーロ札を渡した。おつりは８ユーロ

と思っていたのに３ユーロしかない。 

すぐにおつりを見せて、おつりが少ないと言った。でも彼女は一個２ユーロ

だからおつりは３ユーロでいい------と言っている。もちろん私は日本語で

彼女はドイツ語だ。つまり５ユーロもらったと言っているわけだ。でも私は

セントレアで両替して５ユーロ札はもらっていないのだ。 

しかし、すでに１０ユーロ札は相手がしまっており、私の主張はいいがかり

になってしまうのだ。-------やむを得ず引き下がるしかなかった。綺麗な

お姉さんには気をゆるすなということか。 

  

   

フランクフルト空港近くのハイウェー   ずらりと並んだルフトハンザ機 

  

バルセロナは春一番!! 

 

フランクフルトを 19.35のルフトハンザ LH-4460は約２時間でバルセロナ

に到着する。あたりは暗く右手に街の明かりが見え左側は海だ、一度地中海

に出て海側から滑走路に進入する。やっとスペインに着いたのだ、早速バス



でホテルに向かう。グランレイドハイメホテルの１６１号室に落ち着いた。

すでに 21.00を回って日本時間では朝の 5.00過ぎである。つまり徹夜した

と同じなのだ。早速ベッドにもぐりこんだ、しかしなかなか寝付けない。す

ごい風の音で時にはバケツが転がりカランカランと音がするは、ビュービュ

ーという音がやかましい。それに隣の部屋の音がやかましくトイレの水の音

などがうるさく聞こえるのだ。21.30から 1.00,2.00、3.00,4.00,5.00 とみ

な時計を見ている、そして 6.00には起きた。いよいよ今日からスペインは

バルセロナの観光がスタートする。 

 

二日目   

スペイン初日 6.00 に起きて早速シャワーを浴びる，とても気持ちがよい。

朝食はパン、オレンジジュース、生ハム、チーズ、ヨーグルト、トマトとい 

つもに比べとっても豪華だ、特にオレンジジュースがとても旨い。バレンシ

アオレンジとスペインの生ハムは特に名が知られている。 

 

バルセロナの街を見下ろす 

モンジュイックの丘 

 

8.00にホテルを出発して市内観光のスタートだ、ガイドは日野さんとモン

セさん(日本人ガイドには現地のガイドがつかないといけない)。 

海岸沿いに出ると南国を思わせるヤシの木の街路樹が続く、そしてロータリ

ーの中央には高いポールがそびえその上にコロンブスが立っている。その右

手はかのアメリカを指しているという。この像はバルセロナオリンピックの

時に建てられたものだ。でもコロンブスの像が何故バルセロナにあるのか?? 

コロンブスが大航海に船出したのはセビリアである。旅に出る前からの疑問

だったが、丁度知多メディアスのレールウェィーストーリーを見て答えが分

かった。要はオリンピックを開催するので売り物になるものを造ったという

のだ。 



 

モンジュイックの丘から眺めた街の風景 

   
 

そしてバスは丘に登っていく、街の建物と碧の地中海が広がりすばらしい眺

めが迫ってくる。とんがり帽子のようなサグラダ．ファミリアがすぐに分か

る。それに砲弾のような形をしたビルが目につく、日野さんに聞くと市の水

道局という。それにしても何故こんなデザインにしたのか!!いつまで見てい

ても飽きない、そんな眺めに皆満足げだ。足元には赤い花がきれいに咲いて

いる、何の花かと近づいて見ると何とアロエである。わが家にも大きなアロ

エはあるが花の咲いたことはない。 

 

ガウディーの傑作 



サグラダ．ファミリア(聖家族教会) 

 

次に向かったのはサグラダ．ファミリアである、１２８年も前から建設が

始まり今もって未完成である。かつ、完成の目途はたっていない。 

そもそもガウディーは自分が生きているうちに、完成しないと分かっていた

が彼にとって依頼主は神であり、その期待に応えるものでなくてはならなか

ったという。現在も工事が進められているが、正確な図面は残されておらず

資金繰りも含め完成の目途はないということだ。それに建設より、今では修

復をする箇所が多く維持する方に資金を必要としているのだ。でも幸いに観

光客は増えており建設工事も少しずつ進んでいた。 

  

 

今も建設中のサグラダ．ファミリア 

 

本来の計画では１８本の塔が建つのだが、完成しているのは８本のみであ

る。この塔は登ることができ、時間は２０分ほどというのでわれわれも挑戦

した。狭く人一人が立つことができる程度のラセン階段が上へ上へと続いて

いる。なかなか急坂できつい、途中には所々に小さなベランダのような所が



あり下界を眺めることができる。２度ほど小休止してやっと隣の塔への橋に

たどり着く。でも狭いのでゆっくり立ち止まることはできない、係員がいて

写真を撮る程度でみな先に進むことになる。でもすばらしい眺めだ!! 

このあとガウディーが設計したグェル公園(実際には住宅、学校や教会に商

業施設まで建設した)に寄る。これは現在の都市計画と同じものを 100年も

昔に実行した先見性を持っていたことになる。 

  

   

完成模型                塔から見た街 

 

いつ見ても難解ピカソの絵 

 

ピカソ美術館では彼の少年期のスケッチも多く展示されている、しかしい

つ見てもピカソの作品は難解、とても理解できる代物ではない。したがって

あまり興味ももてない。作品の撮影はできないこととさほどの興味もないの

で、余り記憶に残るものがない。そのなかで日野さんの説明で、ピカソは５

０歳も若いジャクリーヌを最後の妻にしたという。なんとうらやましいこと

よ。このことだけが記憶に残っている。 

 

昼食は 14.00～15.00 が普通 

 



スペインでは昼食は日本と違ってとても遅い。レストランの関係でわれわ

れの昼食もスペイン時間に合わせざるを得ない、14.00にお昼となった。サ

ラダ、フィデゥア(パエリヤ風パスタ)、デザートで、サラダにはわが家の白

菜みたいな葉っぱと玉ねぎがお皿一杯でてきた。こちらの玉ねぎ消費量はと

ても多いと言うことで、生で食べるのも普通らしい。飲み物はサンガという

赤ワインにオレンジなどの果物を入れたものをいただいた。ピッチで１０ユ

ーロ(１４００円)だった、４人で飲んで丁度よい。 

このあとタラゴナへ向かう、車窓にオレンジとオリーブの畑が延々と続き

走れど走れどこの景色は変わらない。 

街から郊外へそしてタラゴナへ向かう高速道路はすばらしい、町の近郊では

乗り継ぎ乗り継ぎするがいずれも片側３車線のハイウェーだ。 

東名のように車がびっしり詰まって走るわけでもなくすばらしい。それにど

うやら新幹線の敷設工事もすすめられていた、マドリツド～セビリアに走っ

ているスペイン新幹線を、大都市が点在する地中海沿いに走らせる計画では

なかろうか。 

 

世界遺産タラゴナの水道橋 

 

２時間ほど走ってタラゴナに到着した、水道橋はハイウェーのすぐ近くに

ある。林を抜けると二階建てのアーチ橋が目の前にあった。 

  

   
タラゴナの水道橋 と その上部 

 



美しい姿である特にアーチは柔らかで優しい姿だ、上に上ることができると

言うので急いで橋の端まで行く。橋の上に上がって見る、人一人が歩けるほ

どの幅で膝くらいの深さの水路になっていた。100m余の橋に水を流す勾配を

つけるのはどのようにして測ったのだろう。いずれにしてもすばらしい技術

を持っていた証しだ。特にアーチにして支える技術は今のわれわれにしても

不思議である。真ん中の石は落ちないのか! 少しの角度をつけてあること

で支えあっている。それにしても大昔の建築物が残っていることがすばらし

い、日本と違いこれが石の文化の良さというものか。 

 

バレンシアの街路は駐車場?? 

 

このあと今日の宿泊地バレンシアに向かう。日野さんの説明では 

 ① スペインはウサギの島というフェニキュア語が語源とか 

 ② 給料は大卒で１０万円くらい、日本の半分くらいだ 

 ③ 平均寿命は男８１歳、女８６歳 

これまでバルセロナからバレンシアまで 454kmを移動してきたが、初日の時

差と睡眠不足で疲れた。自然と目がつむれてくる。 

19.30バレンシアに到着した、街路は路駐の車で一杯だ。両側に一列づつな

らまだしも、三列も駐車している所がある。これにはびっくりだ。したがっ

て車の通れるのは一車線分しかない。大型バスが走るのは大変だ。 夕食は

スープとパエリア、フルーツはオレンジが一個でてきた、大皿でパエリアが

できた時はさすが圧巻である。と思ったが食べてみたらおいしくない、米が

ねちゃねちゃしている。まるでちんば飯なのだ。がっかり。21.00アッバア

クテオンホテルに到着、部屋は 236号室。部屋に入るなりすぐさまパタンキ

ューで寝た。 

  

三日目  

6.00に起きてすぐシャワーを浴びる、とても気持ちがよい。さすがに夕べ

はよく眠れた。朝食はパン、オレンジジュース，生ハム、エッグ、ヨーグル

トだ。今日はラマンチャ地方の風車を見てグラナダまで移動する日だ。 

  



普通のコーヒーは「カフェアメリカン」 

 

8.00にホテルを出発して、どこまでも続く大平原の中のハイウェーを快走

する。あたりは赤茶けた土とブドウ畑ばかりが続く。 

 

   

 立ち寄ったサービスエリア        こんな景色もすばらしい 

  

ハイウェーを見るとガードレールは、上下線の真ん中にはあるが外側にはな

い。つまり突き破っても落下するなどの危険がないのだ。それといくつかの

ハイウェーを乗り継ぎしてきたが、料金所はない。全て無料なのだ。うらや

ましい限りだ、日本と違い建設コストもはるかに安いことだろう。 

途中のサービスエリアで休憩した、ここでコーヒーを注文した。スペインで

コーヒーというとエスプレッソが出てくる、普通のコーヒーは「カフェアメ

リカン」で注文すると聞いていた。「カフェアメリカン ワン」とやって注

文した、OKで普通のコーヒーがでてきた。「ハウマッチ」そしたら 1.1と紙

に書いた、OK と言いながら５ユーロ紙幣をだしておつりをもらう。 

肝心のお味はまーまーか、それより意思が通じたことがうれしい。そしても

う一つ昨日から唇がかさかさになったので、リップクリームを２．６５ユー

ロ(３７１円)で買った。 

 

白い風車と青い空 

  



ラマンチャ地方は風が強く、たくさんの風力発電機が並ぶ光景も見られた。

それにこの辺りは緑の牧草と茶色の土のコントラストがとてもきれいだ。ま

たこの地方はサフランの主産地で、１０月には紫色の花で覆われるという。

昔は薬用に使われたが今は主に料理に使われる、１グラムのサフランを作る

のには１５０本もの花が必要だとか。そのうえこれらの収穫は、すべて手作

業で行われるというから大変である。  

 

 

すばらしいコントラスト 

  

3.5時間走ってカンポ．デ．クリプターナに到着した、ここには１０基の

白い風車が青空の下に並んでいた。いずれも今は観光用のもので、実際に麦

などをついているわけではない。2.5ユーロ払い中も見学してきた、中に入

ると２階で風車の回る力で臼を引き粉にする。粉は下に落ちて１階の袋に入

るようになっている。 

われわれのほかにも日本人グループがいた，他にも大勢の観光客が来てなか

なかのにぎわいだった。しかし、時間はそんなにとれず街はちょろっとのぞ

く程度で引き上げねばならなかった。 

 



   

いい男にいい女              町から見た風車 

  

お昼は「ドンキホーテメニュー」 

ぶどう畑にびっくり!! 

 

風車の街から少し行った、ぶどう畑の中にあるレストランに 13.30に到着

した。古い荷車とか馬車が置いてあり、どこかカントリー調である。 

メニューはピスト(野菜のトマト煮)、カマッチョ(チキンソテーとミートボ

ール煮込み)、デザートは花形パイとカスタードクリーム。 

味はいずれもまーまーである、ビールはハイネケン 150ml３ユーロ(４２０

円)だった。食後はレストランの周りを見て回った、ミモザの黄色の花が鮮

やかに咲きアーモンドの白い花も咲いてのどかな田舎の風景はすばらしい。 

 

   
ドンキホーテメニューを食べたレストラン  石ころばかりの葡萄畑 

 



その向こうはオリーブ畑が右手に、左手にはぶどう畑が広がっていた。その

畑に入って見て驚いた!! なんと畑にはこぶし大の石ころばかりなのだ。 

ぶどうの根元だけは土があるものの、それ以外に土は見えない。この地方は

雤がとても少ない、こんな畑でよくも作物が育つものだ。もっともそれだか

ら葡萄とオリーブしか育たないのだろう。このオリーブは「生命の木」とい

われ、オリーブの生産は世界一を誇っているのだ。でも、この石ころだらけ

の畑から世界一のオリーブが生産されるとは、とても信じられない。 

  

スペインあれこれ 

  

14.30食事を終え、ドンキ．ホーテの作者セルバンテスが泊まった宿に立

ち寄りグラナダへ向かう、２時間も走ると風景が一変した。 

なだらかな平原ばかりだった風景はがらりと変わり、険しい峡谷を越えてい

くのだ。道路も上下線があっちとこっちに別れて、くねくねと曲がりながら

進む。グラナダまで 3.5時間はかかるのだ。 

ガイドさんに聞いたスペインを紹介しよう 

シェスタ EUにはいったこともありさすがに大都会ではなくなったが、昼休

みは２時間とる。朝食 7.00、昼食 14.00、夕食 21.00が普通のパターン。夜

おそくて朝早くてもいいのは、シェスタのためといわれる。 

落第もある 学校は 6.4.2年制でその後大学となる。クラブ活動はなく町の

クラブに参加する。驚いたのは三科目に及第点を取れないと落第するという。

現実に 10パーセント弱いるというのだ。 

友夫婦は元教師でこの説明にうなずいていた。日本ではゆとり教育とかいう

名の下に、基礎をきっちり教えることがおろそかにされている。 

そればかりか、なんでも平等がよいという間違った思想が蔓延してその結果

学力の低下が言われて久しい。 

シェスタのようにのんびりした風習がある反面、厳しさも併せ持つこの国は

きっと今後大きく成長するだろう。何といっても国の礎は人の資質にかかっ

ているのだから。 

  



眠かったフラメンコ観賞 

  

18.15グラナダに到着、コロナホテル１０４号室に落ち着く。夕食まで時

間があるので ホテルの周りを少し散歩する。ネバダ山脈の山は雪に覆われ

て白くなっているのが印象的だった。                              

  

 

迫力のあるフラメンコ 

 

20.15夕食、ピカディーリョスープ、メルルーサ(パスタ風タラの煮込み)

デザート。食事後に小型バスでフラメンコの会場に向かう。川沿いの狭い道

を、明日観光するアルハンブラ宮殿を横目に見ながらかなりのスピードで走

る。着いた所はうなぎの寝床みたいに奥まった、洞窟風の狭い会場だった。 

21.30から 1.5 時間ほどのショーにワンドリンク付きとなっている。大柄な

ダンサー三人と男性三人が入ってきた。 

いよいよフラメンコショーが始まった、男性は一人がギターを弾き，一人が

歌い一人が両手で木の箱をたたく。それにあわせてダンサーが一人づつ踊る

のだが、これがかなりの迫力だ。なんせ 180cmはあろうかという身長に大き

なお尻と豊かなバストには圧倒される。そのくせ細く締まったウェストはか



っこいいのだ。初めのうちはただただ魅せられていたが、なんせ疲れており

眠いのだ。周りを見ると眠っている人が何人もいる。これではダンサーにた

いして失礼だ。40分ほどで終り小休止のあと、もう一組のショーがあるのだ

がこちらは年配の女性がリーダー格でいた。踊りも迫力がありすばらしかっ

た、それにダンサーはいずれも彫りの深い美人ぞろいだった。 

このあとライトアツプされているアルハンブラ宮殿を見てホテルに戻った

のは 23.30だった。 

  

四日目  

 

朝は 7.30から散歩に出かけた、今日の出発はアルハンブラ宮殿の見学が

11.00の予約のため 9.30ホテル出発なのだ。 

丁度出勤時間で、グラナダの人々の出かける姿を見ながらカルロス５世が 

王の墓として造った王室礼拝堂、彫刻の道を歩く。まだ朝日が昇り始めた 

ところで気温は 5.5 度と寒い。スペインは西にあるので日の出が遅く日の 

入りも遅いのだ。この時期 7.30でやっと明るくなる。そのためコート姿の 

人もいれば、わりと軽装の人もいるなどまちまちであった。 

  

ヘネラリーフェ庭園は花粉が一杯 

  

8.30にゆっくり朝食をとる、パン、オレンジジュース、生ハム、チーズ、 

ヨーグルトそれに果物はスイカ、メロン，葡萄だ。こんな豪華な朝食は帰 

国したら望むべくもない。満足満足!! 

9.30にホテルを出発するガイドはユミコさん、まずはアルハンブラ宮殿の 

隣ヘネラリーフェ庭園を見学する。ところがここでみんなびっくり!! な 

んとスギ花粉が大量に舞っているではないか。糸杉という杉の木がたくさ 

ん並んでいる。TVで見たように、ちょっと触るものなら花粉がどっと舞う 

のがはっきり見てとれるのだ。アーチ型に刈り込んだ所では、人が通ると触

れて花粉が舞うしまつ。杉はないと思っていたので花粉症の家内はおおあわ

てだった。 



しかし、中に入ると植木などもすばらしいが、噴水や池を配した庭造りは 

さすがであった。水にこだわりがあるのは、やはり砂漠の多い乾燥地帯の 

イスラムの発想であろう。逆さ冨士のように池に建物が映るように造られ 

ていた。 

 

    

              ヘネラリーフェ庭園 

  

イスラムの館アルハンブラ宮殿(世界遺産) 

  

アンダルシア地方の中心地グラナダは、スペイン最後のイスラム王朝、ナ 

スル王国が築かれた地である。１４９２年のキリスト教徒による「グラナ 

ダ陥落」までの２世紀半、政治、経済、文化の都として繁栄を極めた。こ 

のアルハンブラ宮殿はイスラム芸術の最高傑作といわれてる。 

敷地内は最初に見た夏の王宮ヘネラリーフェ庭園、王宮、要塞部分のアル 

カサバに分けられる。  中でもライオンの中庭とドームの天井、壁のアラ

ベスク模様がすばらしい。とくに大理石の柱が何本も建ちその滑らかな仕上

がりはびっくりだ、両端にはふくらみもあるが、大昔にどのようにして加工

したのだろう?? 今なら旋盤加工すればよいが。高い天井の仕上げは足場を

組んでしたのだろうか?? それにしても大変な作業で気が遠くなりそうだ。 

おもしろいのは 12 頭のライオンで、とてもライオンとは思えない姿形を

している。なぜならイスラム人はライオンを知らなかったからだ。 

そして見晴らしのよいアーチ型の窓からは、これも世界遺産となっている 



アルバイシン地区(一般住民の居住区)の白い家並みが見渡せる。その隣に 

は昔ジプシーが住んでいたという横穴が点々としているのが見える。 

 

 

ライオンの中庭を望む 

  

周りを取り囲む城壁の上には４問の大砲が置かれ、小さな水道橋も造られ 

ていた。宮殿を出た所のお土産店に寄った、ここには箱根で見たと同じ寄 

木細工とタイルのお土産品が並んでいた。この寄木細工はレバノンから入 

ってきたものらしい。タイルはここグラナダの特産品で綺麗だが値段もい 

い、たくさん買い込んでいる人もいた。少し疲れたのでベンチに腰を下ろ 

して休憩する。隣に黄色の円筒形の物があり見るとポストだった。 

 12.45ミハスに向け出発する、今から２時間の旅で今日の昼食はスペイン 

並にゆっくりである。 

 



 

すばらしい天井 

 

世界遺産のアルバイシン地区 

 

建物は四角で中は円形の劇場 



 白い街ミハスは初夏の装い 

 

15.00ミハスに到着し早速昼食だ、スープ、パン、イカのスミ煮、アイス 

クリーム。ビールは 2.5 ユーロ。山の中腹に広がるミハスの白い街並みは，

碧の地中海に映えとてもすばらしい。 

陽光はまさに初夏気温は 22℃である。ヨーロッパの避暑地と言われるのもう

なずける。ここはコスタ．デル．ソルのリゾート地で訳して太陽の海岸。他

にはマラガ、トレモリノス、カサレスといった街がある。レストランの庭か

らは紺碧の地中海が果てしなく広がり、はるかにアフリカがわずかにかすん

で見える。食事もそこそこに街の散策に出かける。 

散策地図を片手にまずはスペイン一小さい闘牛場へ、しかし入場料の３ユ 

ーロは高い闘牛をやっているわけでもないのに。でもその雰囲気に触れて 

満足である。でも他の人たちは来ない、みなお土産屋さん巡りをしている 

ようだ、それもよかろう。 

  

   

パーキング近くで客待ちの馬車      スペイン一小さい闘牛場 

 

教会、展望台と回ってお店を見ながら散策、早くも予定の１時間がきてし 

まう。バスに乗るまえに露天の店でアーモンドの揚げたものを買う、2.1 

ユーロの小さなパッケージにしたがこれがなかなかいける。スペインの味 

がした。17.00 ミハスを出発して 230km 離れたセビリアへ向かう。 

  



闘牛は何のために行うのか 

  

闘牛についてガイドの説明はこうであった------- 

スペインでは春から夏にかけて、週末に全国で一年に 1400 回の闘牛が行わ 

れる。闘牛場にはランクがあり、ランク 1はマドリツド、バルセロナ、セビ 

リア、バレンシア、グラナダ、コルドバともう一箇所は??忘れた。 

日本人からすると何故生き物をあえて殺すのか!! 理解に苦しむところだ 

が、彼らの文化からすると闘牛に八百長はなく圧倒的に体力差のある牛に 

対して人が挑むことに意義がある、したがって牛を倒すまでの過程が大事 

だという。それだけではよく分からない。 

そして 20.00 セビリアのシルケン．アルアンダルス．パレスホテルに到着。 

部屋は４１５９号室。夕食はホテルでバイキング方式だった、特にこれと言

う物はなかったがバレンシアオレンジは旨かった。 

  

五日目 

 

6.30ホテル周囲を散歩する、部屋からも見えるサッカー場の方へ行ってみ

る。前まで来るとなかなか大きなスタジアムで、レアル．メディシスの本 

拠地と分かった。街路にはオレンジの木が並び実がついている、さらに花 

も咲いており珍しい。8.15にホテルを出る。今日はセビリアとゴルドバの 

観光だ、そして夕方にスペイン新幹線 AVE でマドリ-ドに移動する。 

  

スペイン第四の都市セビリア 

  

アンダルシア州の州都セビリアは歌劇「カルメン」や「フィガロの結婚」 

の舞台となった町。マドリ-ド、バルセロナ、バレンシアにつぐスペイン 

第四番目の大都市で人口は約７０万だ。 

 



 

黄金の塔 

 

そしてコロンブスが新大陸発見の大航海に船出した地である。でもここは内

陸部で海はない、しかし大西洋まで航行できるグアダルキビル川(アラビア

語で大きな川)のほとりにある。１４９２年の新大陸発見後は、大陸との独

占的交易が１７世紀までセビリアに空前の繁栄をもたらした。 

街を走ると１２２０年にグアダルキビル川の内陸港左岸に、軍事要塞とし 

て建てられた黄金の塔、カルメンも働いた世界初のタバコ工場(今はセル 

ビア大学)、1929 年旧植民地各国が参加して開かれたイベロアメリカ博覧 

会のために作られたパビリオンが今も 13 棟(アルゼンチン、コロンビア、 

メキシコ、ペルー、ブラジル等)残され活用されている。 

愛知万博では全て取り壊している、終ったら元の状態に復元する条件で土 

地を借りているというが、どちらがいいのか誰が考えても明白だ。 

  

アラビアのロレンスのロケ現場 

  

スペイン王女からセルビア市に賜ったマリア．ルイサ公園の北西部にスペ 

イン広場がある。 



両端に塔がそびえ劇場を思わせるような弧を描き、広場は直径 200mの広さ 

を誇る。建物は西へそして新大陸へと両翼を延ばしているのだとか。 

今も市が利用しているというからこれまたすばらしい、一部を見て歩いた 

が王室の紋章が掲げられた部屋もあった。これもイベロアメリカ博覧会の 

時に建てられたものだという。一部補修工事が行われていた。 

ちょっとベルサイユ宮殿を思わせるところもある、それに「アラビアのロ 

レンス」の撮影が行われた所だというからまた感激。でもそのシーンは残 

念ながら思い出せなかった。  

街は地下鉄の工事中だった、気温は 22℃。 

  

   

                スペイン広場 

  

ロンブスの棺もある世界遺産 

カテドラル(大聖堂) 

  

このカテドラルはヨーロッパで三本の指に入るものという。建物の基本は 

後期ゴシック様式で、特徴は丸屋根がないことだ。 

もともとはあつたが 1511年に崩れ落ちたため、現在の塔が変わって建設さ 

れた。パイプオルガンは 1724年のものでパイプの数は 6000 本を越える。 

室内は暗くうまく撮れなかったが、高い天井の細かい文様、太い柱、大き 

なステンドガラスは圧巻である。 



 

すばらしいステンドガラス 

  

なかでもヒラルダの塔は、ムアッジンと呼ばれる者がその上から信者に祈 

りの時間を告げていたもので、時の流れに屈することもなくよく保存され 

ているすばらしいものだ。 

それにここにはコロンブスの棺があるのだ、四人の騎士に担がれていた。 

しかしグァテマラがコロンブスの墓はこちらが本物と言っているという。 

だが DNA鑑定で 70％セビリアが本物だと主張している。 

  

このあとセビリアのユダヤ人街だったサンタ．クルス街を歩く、狭い路地 

や広い道になったりまるでバラバラだ。かのロッシーニの「セビリアの理 

髪師」が髪を洗ったところ。と聞けば興味もわくというものだ。 

  



    
              カテドラル全景と内部 

  

いぶし銀のような古都コルドバ 

  

12.00にコルドバへ向けて移動する。コルドバへの道では小麦と思われる 

緑の畑が広がり、これまでとはちがった風景だ。 

14.00コルドバに到着、昼食はタパス料理(ウインナ、キノコ、ポテト&鶏肉 

イカとキャベツ．人参)、プリン。さほど旨い料理ではない。 

コルドバは紀元前２世紀ローマ帝国の植民地から発展し 8～11世紀初めは 

イスラム王朝、後ウマイヤ朝時代の都として栄華を極めた。最盛期には人 

口 100万人近くに達したともいわれ、医学、天文学、哲学、文学の中心地 

で古今東西の文献はここで翻訳されてヨーロッパ全土へ流布された。 

そのコルドバはメスキータと旧ユダヤ人街が、今も城壁に囲まれ古いたた 

ずまいをみせる風格のある街だ。 

  

世界遺産のメスキータ(回教寺院) 

  

この回教寺院はメツカにある、世界最大のカーバ回教寺院に次ぐ大規模な 

もので、着工完成も 8世紀の後半である。何回もの増改築を重ねて完成に 

は 240年余を費やし、様式もゴシック、ルネッサンス、バロックと移り変 



わっている。 

まず目に入るのはその数 850本の大理石柱の林立で、非常に幻想的な雰囲 

気がかもしだされている。この柱はフランカと呼ばれる石で作られている。 

それと内部の馬蹄形のアーチはこれも幻想的な美しさである。 

 

   

              メスキータの内部 

  

しかし、カテドラル(大聖堂)がメスキータ(回教寺院)の真っ只中にあると 

いうのが何とも奇妙で、ほかに例はなく特異な存在とされる。内部は暗く 

てきれいな写真は撮れず残念。 

  

これも世界遺産旧ユダヤ人街は花の小径 

  

メスキータの北側に広がる旧ユダヤ住居区、狭い石畳の通りの両側に並ぶ 

白壁の家々と花鉢の数々。窓には一様にすかし模様の鉄格子がある。なんと

も美しい景色である、そして開かれた扉からは花に彩られたあるいは置物が

配置されたパティオ(中庭)。5月にはパティオ祭りが開催されるという。バ

ルコニーや窓からは所狭しと花々が顔を出す。 

隣のバルコニーどうしからキスもできるという狭い、キスの小径と名ずけ 

られた通りまである。車の入れないところが大半で、不便も多いと思われる

が美しい街づくりが今も維持されているのはすばらしい。 

 



新幹線 AVEでマドリードへ  

 

17.43の AVE に乗車、7号車の 3ABと 4ABの向かい合いの席で、日本のよ

うに必ずしも進行方向に向いていない。グアダルキビル川を超え、シェラ．

モレナ山脈を越えるとどこまでも続く平原の中を AVEは疾走する。営業運転

速度は 250km、もしも 5分以上遅れたら料金を払い戻すという、スペイン国

鉄自慢の超特急である。でもまだ遅れたことは一度もない。 

途中の停車駅は 3駅のみで 19.35マドリ-ドのアトーチャ駅に定刻どおり滑

り込んだ。20.00 夕食、ソパデアホ(ガーリックスープ)、サーモンで特別な

ものではなかった。21.35 ACアラバカホテル着 1130号室。いよいよ明日は

最後の観光だ。 

 

花の小径 

  



 
コルドバ゛の駅前 

 
新幹線 AVE 

 

六日目 

いよいよ観光は今日が最後の日となった。マドリードでは美術館を巡り 

統一スペイン帝国の都だった古都トレドを巡る。 

7.00に朝食オレンジジュース、パン、チーズ、オムレツ、トマト、メロン 

といつもいうことなしだ。 

  

マドリード市内観光 

  

スペインの首都マドリードは人口 300 万人、標高 650mでイベリア半島の

ほぼ中心に位置する。ヨーロッパの首都の中では最も高い所にある。 



地名はアラビア語の砦マヘリットがその由来とされる。1561 年カルロス 5世

を継いだフェリペ 2 世は宮廷をトレドからマドリードへ移し，以来スペ 

インの首都として今日に至っている。 

  

   

すばらしい街の風景            アルカラ門 

  

8.45ホテルを出発ガイドは友子さんと 74歳のルイジさん。街を走ると建

物には塔があったり、飾りのついた物が多く重厚な感じがする。日本では四

角の箱が多いのと比べ街に重みを感じるのだ、これがヨーロッパというもの

かな。ここからはドイツ、ロシアへも長距離バスが出ている。 

最初に世界３大美術館の一つというプラド美術館へ、いろいろ説明してくれ

たもののパンフレツトがないので「フンフン」とうなずいた後はすぐに忘れ

てしまう。少しばかりのメモではあまりにも断片的で、あれなんだったけ!! 

となるのがほとんどだ。その中で------ 

エルグレコの作品   ほとんどが宗教画で、特徴は人間を 8頭身ではなく 

           12頭身で描いている。 

ゴヤの作品      宮廷画家として名を売る、作品は私が見る限りと 

           ても暗い感じのものばかりだ。 

ベラスチスの作品   最も印象的だった絵は遠近法を用いて、その場を 

見ている王様が鏡に映っている絵だ。 

展示されているほとんどの絵は宗教画であり、王の命によって宮廷画家( 

今ならさしずめお抱えの公務員)が記録に残すため描いたものといえる。 

このあと免税店に、用事はないので周りをうろうろ見て回る。そして王宮 

の前を通りスペイン広場へ。ここにはドン．キホーテと従者サンチョ．パ 



ンサの像が建ち、それを上から作者セルバンテスが見守っている。旅行者 

の記念撮影に欠かせない場所となっている。 

  

   

王宮                  スベイン広場のドン．キホーテの像 

  

昨日のコルドバは 29℃もあったが、13.00 マドリードもすでに 24℃だ。そ

して最後の昼食に向かう。 

今日は中華料理、春雤スープ，豚肉、キノコと竹の子、牛肉と野菜、チャー

ハンで今までで一番おいしかつた。なんてことはない食べなれたものが一番

旨いということか。ビールは３ユーロ。 

14.00ソフィア王妃芸術センターが混雑していることから、予定を変更して

先にトレド観光へ。さすがにマドリード近郊は渋滞している、途中のサービ

スエリアで休憩。たくさんのお土産品が並んでいる、タイルなどの陶器類と

かドン．キホーテにまつわる民芸品も多い。 

  

川に囲まれた要塞都市トレド(世界遺産) 

  

１６世紀に統一されたスペイン帝国の都として繁栄する。１４９２年イス

ラム領土だったグラナダが陥落し、国土再征服をなしえたカトリック女王イ

サベルが亡くなった後、ハプスブルグ家の血を引くカルロスを王に迎えスペ

インの領土は一気に拡張された。発見されたばかりの新大陸、ブルゴーニュ

ー、ドイツ、オーストリアまでスベイン領となり、その広大な帝国の都に定



められたのがトレドであった。そして皇帝カルロス１世の紋章である双頭の

鷲が、トレド市の紋章として使われ今日に至っている。 

三方をスペイン最長のタホ川に囲まれた自然の要塞になっている、人口約６

万人で奈良市と姉妹都市になっている。 

  

 
トレドの街 

  

15.00トレドに到着早速全体を見渡せる展望台へ、ここからの眺めは最高

で川向こうは丘になっており丁度軍艦のように上に向けて建物が並んでい

る。確かに要塞で街へ入る橋は、アルカンタラ橋とサンマルティン橋の二つ

があるのみ。丘の上まではエスカレーターを乗り継ぎして上がる、これがな

いと大変だ。でも街は坂道ばかりでなかなかしんどい、ガイドの友子さんは

かなり急ぎ足で回る。もっともそれでないと時間がないのだ。 

街の中央近くのカテドラルとサント．トメ教会を見学する、しかし撮影禁止

なので内部の証拠写真がなく記憶もうろ覚えで記述ができない。このあたり

まで来るとメモを取るのも減っていた。石畳の道を挟んでいたる所で補修工

事が行われていた、それにしても歴史遺産を守りこの街で暮らすのは大変な

ことだろう。 



17.30見学を終えてマドリードへ戻る、そして最後の見学はソフィア王妃

芸術センター。スベインが生んだ天才画家ピカソ、ダリ、ミロほか主に２０

世紀の現代美術を集めた国立美術館である。 

 

   
トレドの街を背に             トレドの街の中 

  

ピカソの超大作「ゲルニカ」、自分の娘を描いた窓辺の少女といった作品が

展示されている。20.00 最後の夕食はオムレツと子牛料理、サラダ、アイス

クリーム。これでスペインにおける予定は全て終了した。21.30 ホテルに戻

る、帰りの荷造りをして早々に休む。 

  

あとは帰るのみ 

  

4.00起床、5.00 にはホテルを出る。マドリ-ドバラハス空港に 5.30到着。 

出国手続きを済ませて、ここで軽くジュース、サンドイッチ、キウイ２個を

食べる。これがなかなかうまかった。 

8.10ミュウヘンに向けて飛び立つ、途中では雲を敷き詰めた中からアルプ

スの峰峰が飛び出しているのが見えた。また、ミュウヘンに近づいたら下界

は真っ白の雪に覆われていた。３０度ちかくの夏から冬に戻ったような感じ

だ。10.35ミュウヘン着、12.35ミュウヘン発フランクフルトへ。 

1時間の飛行で到着、14.10、LH-736はセントレアへ向けて１１時間５０分

の旅に飛び立つ。 



ヘルシンキを経てシベリアを飛ぶ、あと２時間というときにクラシノヤル

スクの町が見えた。初めて見えたシベリアの町だ。 

新潟から豊田、岡崎、蒲郡と飛び伊勢湾を大きく右に旋回する。そしてフラ

ンクフルトから 9320km の飛行を終え 9.30 無事にセントレアに着陸した。 

こうしてすでに初夏を思わせる陽気のスペインの旅を終えた。 

  

 


