グラナダの史跡
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このガイドブックの使い方
グラナダを代表する史跡や観光ポイントにそれぞれの
番号を付けました。
そして地図にその番号が書かれてい
ます。
グラナダ探索のページには史跡や観光ポイントの
名称にその番号と参照のページが添えられているので、
ぜひ参考にして下さい。

アンダルシアの中心

グラナダへのアクセス

グラナダ 市 へ
のアクセス方 法は
近代的化されている。
セビージャまで２時間、マ
ラガまで１時間である。高速道路
A-92はスペイン北部のレバンテ地方とアンダルシアの
西部を結び、国道N-323はマドリッドとイベリア半島南
部を結んでいる。
サンタ・フェの近郊の村、
チャウチナに空港があり、
モ
トリルには海の港がある。

中世のグラナダの絵

シエラ・ネバダ山脈のふもと、地中海のすぐ近くにグラナダ
は位置する。
アンダルシアの中心部にあるこの地は、
夏は穏や
な暑さで、冬は雪のスポーツを楽しむことができ、
イベリア半
島でもっとも標高の高い山をもつ優れたところである。
この地は戦略的な地でもあった。長い年月が過ぎ、
イスラ
ム教徒の最後の砦となり文明の融合、雑婚、北アフリカ、東
洋、西洋との文化交換の地となった。
かの有名な詩人、
フェデリコ・ガルシア・ロルカの生まれた
この地には人々を魅了する素晴らしい村や自然の風景があ
り、毎年世界中から多くの人が訪れる。

アルハンブラとシエラ・ネバダ山脈

魔法にかかった地

このコントラストの大きな地を失い、
どんなにボ
アブディルは悲しんだことであろう。
アル・アンダ
ルスの最後の首都であったグラナダには雪を
頂く山、
スペインを誇る人類遺産がある。
そして
街路や細道は魅力的でまるで魔法がかかった
かのようだ。
イベロス、
ローマ人、西ゴート族がグラナダ
の文化を築き上げ、
イスラム時代には西洋にお
ける文化の手本の地となった。
1492年カトリック両王は郊外のサンタ・フェ
に拠点を置いて数ヶ月の間グラナダを包囲し
た。
そして最後のムーア人の王ボアブディル・エ
ル・チコ
（小さな王）
を征服した。
こよなく愛した地
を泣く泣く母親と一緒に去って行った。
そして
「男ら
しく守ることのできなかった者が女のようにめそめそ泣く。」
という文言が残された。
その時よりグラナダは新しい王室、
スペイン王国のシンボ
ルとなり、
キリスト教国となって、王の宮殿、墓が建てられた。
そしてこのアルハンブラ
の町にはアルカサバ（城塞
）、モスク、貯水地、城壁と
共に大 聖 堂 、修 道 院 、宮
廷が立ち並び、
ムデハル様
式、ゴシック様式、ルネッ
サンス様式、バロック様式
など様々な建築様式が見
られる。
ボアブディル王の出発 19世紀の絵画

「グラナダを
訪れたことはないにしても、
グラナダの名を知らず、
思いを寄せない者が
どこにいるであろう。」
ペドロ・アントニオ・デ・アラルコン 19世紀の作家

グラナダ市街地の地図
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アルハンブラ宮殿とヘネラリフェ
アルハンブラ宮殿

アルバイシン地区に
あるサン・ニコラスの見
晴 台はスペインで 一 番
多く観 光 客 の 訪 れる、

ユネスコの世 界 人 類 遺
産のアルハンブラ宮 殿
とヘネラリフェの景色を
眺める絶好の地である。
このアルハンブラは宮
殿都市であり、ナスル王
朝のサルタンや高官の住
居として、ダーロの谷 間
にあるサビカの丘に位置
する。1 3 世 紀から1 5 世
紀にかけて建設され、ス
ペインにおける最後のイ
スラム王 朝の芸 術を巧
みに備えている。そして
宮殿、軍事施設（アルカ
サバ）、メディーナ（町）、
ヘネラリフェの庭園の
大きく4つに分けられる。
アルハンブラの入場券予約

電話予約：902224460
スペイン国外より：0034-915379178
www.alhambratickets.com
グラナダ周遊観光チケット：902100095
スペイン国外より：0034-958244797

頑丈なレンガ造りの漆喰の城壁が 遺跡
の建物の敷地を囲っている。その城内には
アラブの宮殿がある。宮殿内部にはコマレ
スの間、アラヤネス（天人花）の中庭、素晴
らしい彫刻が施された木の天井をもつ大使
の間、幾度となく絵葉書の絵とされる、かの
有名な美しいライオンの中庭、アベンセラッ
ヘスの間、二姉妹の部屋、諸王の間がある。

イスラム文明に強く根付く水の文化は、こ
の宝となる宮殿で大いに利用された。その名
残として現在もアラブ浴室の遺跡が残って
いる。そして多くの噴水が設けられ、石膏細
工やタイル細工などの装飾が施されている。
アルハンブラ宮 殿 はイスラムの 遺 産
であるが 、キリスト教 の 遺 産も加えられ
ている。レコンキスタの 後 、カルロス5 世
が ルネッサンス 様 式 の 宮 殿 を 造 った 。
そしてカルロス5世の宮殿内にはアルハン
ブラ博 物 館と美 術 館が 設けられている。

ヘネラリフェ
ヘネラリフェの庭園はレイ・チコ坂を隔てる宮殿の向
かいの傾斜地にある。
アラブの王たちの憩いの場とし
て造られた。王たちは宮殿から先端の尖った塔の側
にある鉄の門を通ってこの場所にやって来ていた。
庭園の内部にはアセキア（用水路）の中庭や王妃の
中庭のような美しい場所がある。手すり部分が水の
階段になっている階段を上っていくと、その上部には
ハル ディン・
アルト（ 高い
庭 ）が ある 。

人類遺産
浴場
チャピスの家
16世紀に建てられたムデハル様式の建物。家主であったモリスコ
（モーロ人）
のロレンソ・エル・チャピスとエルナン・ロペス・エル・フェリーにちなんで名づけ
られた。石膏細工の装飾が施さ
れた二つの家がある。その二つ
の家の間に石膏のアーチがつけ
られている。イスラム芸術とキリ
スト教芸術の融合した建築物で
ある。池、回廊、大きな大理石の
柱、ルネッサンス様式の欄干は
特に素晴らしい。チャピスの家は
「白い家」
と呼ばれるダル・アル
＝バイダのイスラム宮殿の一部
分であった。1932年からアラブ
研究所となっている。

11世紀に建築されたスペインに残る重要なイスラム浴場のうちの一つで
ある。イスラム時代のグラナダにおいてもっとも古い建築で、
アルハンブラ宮
殿よりも何世紀も前に建てられたものである。
15世紀、
アルハンブラ宮殿やグアディクスの門の建設されたずっと後には
バニョス・デル・ノガル（クルミの木の風呂）
と呼ばれていた。平面図は四角
形でローマ様式の柱や柱頭がある。中には西ゴート、カリフの時代のものも
ある。半円筒の丸天井には素晴らしい星型の明かり取りの窓がある。浴場は
色々な部屋に分けられており、玄関ホール、休憩室、暖かい部屋、暑い部屋、
ボイラー室がある。20世紀に修復され国家遺産とされている。

サルバドール教会

サルバドール教会はアルバイシン
の回教大寺院の跡に造られたも
のである。沐浴をするための中庭
跡には柱、深い水溜め場の跡が現
在も残っている。ルネッサンス様式
の素晴らしい建物であり、表玄関
はディエゴ・デ・シロエの設計である。
1936年に全焼してしまい、20世紀
の終わりまで修復がなされた。
教会にはボカネグラのサンタ・セナ
（最後の晩餐）の絵画、ペドロ・ドゥーケ・デ
・コルネホの彫刻画、
「セニョール・デ・ラ・サングレ（血のイエス）」の17世紀の
十字架の彫刻像などの貴重な芸術品が収められている。
グラナダには２世紀に
わたってモリスコの保護をする教会が２つあったが、
この教会がその一つであ
る。通常はカテドラルに教裁判にかけられ悔悟したモリスコの名を書いた掲示
板が掲げられていたが、
この教会の歩廊にその掲示板が掲げられていた。

カストリルの家
家主であったエルナンド・デ・サフラの子孫
であるカストリル貴族にちなんでカストリルの
家と呼ばれる。
グラナダのルネッサンス様式の
もっとも素晴らしい宮殿である。現在は考古
学博物館となっている。
ディエゴ・デ・シロエ作のプラテレスコ様式
の入り口には、美しい彫刻やコマレスの塔の
再現であるかのようなドーリア様式の柱があ
る。大きなバルコニーには柱の形をした壁、帆
立貝の装飾が施され、ムデハル様式の独特な
建物を代表する。中庭には大理石の柱の土台
をもつ半円のアーチがあり、探索するにはもっ
てこいの地である。

サンタ・イサベル・ラ・レアル修道院
この修道院は当初イサベル
女王によってアルハンブラ内に
設立される予定だった。イスラムの王たちの旧宮殿に
1507年に修道女が引っ越してきた。そして、16世紀そ
の地に修道院を建設した。アンダルシーの時代の遺産
から、教会の身廊を覆うムデハル様式の枠組みはグラ
ナダでもっとも古く美しいものである。聖水を入れる水
盤はイスラム時代のものである。
格天井にゴシック様式が堂々と姿を現している。そ
れはまるで急斜面になったイギリスの家の天井のよう
だ。祭壇画には色が塗られ、聖人の彫刻像などが飾っ
てありとても素晴らしい。建物の内部にはペドロ・デ・
メナやボカネグラなどの芸術家の作品が掲げてある。
そして彫刻家、ベルナルド・フランシスコ・デ・モーラの
墓が横たわる。

人類遺産
カルトゥハ修道院
カルトゥハ修道院はイスラム教徒たちの
好んだ地であるアイナダマルの丘に建って
いる。素晴らしい庭園にはアルファカルの
水が使われている。グラン・カピタン（司令
官）であったゴンサロ・フェルナンデス・デ・
コルドバの援助で1506年に建設が始めら
れた。完成までに3世紀以上の年月を費や
した。この壮大な建物はゴシック様式とル
ネッサンス様式とバロック様式の混在する
ものである。
修道院の入り口にある回廊は17世紀のもので、灰色の大理石の外装をしている。イ
オニア式の大きな柱は1794年にホアキン・エルモソによってつくられ、ベネチアン
グラスの美しい扉は主祭壇とサンクタ・サンクトルム
（もっとも聖なる場所）を隔てて
いる。ナポレオンの軍隊によって
昔の聖 櫃 室は壊されてしま
ったため、現在の場所に移
された。
カルトゥハ修道院の聖
具室は光り輝き、スペイン
のバロック時代後期の絶頂期の
作品とされる。柱の礎台にはランハロ
ンの大理石が使われ、引き出しはカルトゥハ
の平修道士であるJ・マヌエル・ベラスケスによっ
て34年かけてつくられた。
重要文化財とされる、
この素晴らしい修道院の内部にはカ
ルトゥハ修道士サンチェス・コタンやボカネグラ、カルドゥチョの素
晴らしい貴重な絵画が収めてある。

アルバイシンの城壁
この一風変わったグラナダの地区に
はグラナダの町を囲んでいた城壁の跡
がたくさん残っている。その多くは11世
紀のシリア朝時代の要塞（カディマ）の
ものである。頑丈な粗石積みの大きな城壁は石やレンガで補強されている。
城壁に沿って多くの塔や町の出入り口となった門がある。モナイタの門、
ラス
・ペサスの門、サン・ロレンソの小門などが挙げられる。

王立病院
王立病院は現在グラナダ大学の本部となって
いる。カトリック両王によって建てられた重要な
建物である。16世紀にグラナダ戦争の負傷者を
治療するためにつくられた病院である。後期ゴシ
ック様式とルネッサンス様式の二つの様式を持
っている。
この建物は歴史芸術遺産とされている。
この地は昔のカディマの要塞が
あった場所である。広い四角形の平面をもち、4つの対称
の中庭がある。4つの中庭は中央部を大きな十字型で
仕切られ、
どの部屋の患者もミサが聞けるようその中
心部に祭壇を設けた。
入り口の外装はアロンソ・デ・メナの彫刻やプラ
テレスコ様式の装飾の施
された4つの窓がある。建
物の内部には美しい木組
み、ボカネグラの絵画など
素晴らしい芸術作品
があり、47のイン
キュナブラ（16世
紀までの印刷本）
や貴重な書物が
図 書 館に収めら
れている。

ダル・アル＝オーラの宮殿
アルバイシンの中央部に15世紀に建て
られたこの宮殿はグラナダ王朝のもので
あった。
そうしてボアブディル王の母親のア
イシャ妃の最後の住居であった。ダル・ア
ル＝オラとは彼女のことである。
様式や装飾はナスル朝のものであり、2階建ての建物で、北の部分には大
きな塔が建てられている。建物の中心には中庭があり、中庭の周りに部屋や
歩廊が設けられている。小さな噴水は池から水を引かれ、その水は大きな水
溜場へと流れる。
平らな木製の天井には素晴らしい幾何学模様の装飾が施されている。馬
蹄形のアーチをくぐっていくと素晴らしい望楼がある。
そしてグラナダを征服し
た後にカトリック両王によってキリスト教の礼拝堂がつくられた。

人類遺産
バシリカ・デ・サン・フアン・デ・ディオス
1916年ベネディクト15世が教書によりこの教会にバシリカ
（教皇か
ら特権を受けたカトリックの教会）の称号をあたえた。1737年に建設が始ま
り、1759年に完成した。
アロンソ・デ・ヘスス・イ・オルテガ司祭の要望により、
サン・フアン・デ・ディオスの後継者である慈善修道会の援助金によって建て
られた教会である。
バロック様式の教会でラテン十字の平面である。グラナダやマラガのカテ
ドラルをつくった、ホセ・デ・バダによって設計さ
れた。内部には彫刻の装飾が施され、ディエゴ・
サンチェス・サラビアのフレスコ画がある。主聖
堂の祭壇画、聖櫃、無原罪の御宿りの像は特に
素晴らしい。
正面には二つの鐘楼がそびえ、聖フアン・デ・
ディオス、聖ガブリエル、聖ラファエル、聖バルバ
ラの像があり、祭壇画のようになっている。バシ
リカの壁がんには多くの聖骨箱がある。

サン・ヘロニモ教会
1504年に建設が始まり、完成まで十数
年を要した。セッサ公爵夫人が夫のグラン・
カピタン（司令官）を埋葬するためにつくった教
会で、ルネッサンス様式の建物である。教会にはデ
ィエゴ・デ・シロエ作の主聖堂や石造りの聖歌隊
席がある。祭壇画は25年をかけてつくられた。回廊
が2つあり、その一つの回廊の部屋にカルロス5世
の妻イサベル妃が住んでいた。
ムデハル様式とゴシ
ック様式の素晴らしい装飾をもつ教会である。

マドラサ宮殿
カテドラルの王室礼拝堂の向かいにこの建物があ
る。1349年ユースフ1世がイスラムコーラン研究所を
開いた場所である。カトリック両王のグラナダ征服後
は役場となった。イスラム建築の名残として礼拝堂が
残っている。20世紀に修復され、礼拝堂、石膏細工、
モカラベ様式の木製の丸天井が残されている。
ナス
ル朝の建物は18世紀になくなってしまった。
そして回
廊のある中庭、階段、大きなバルコニーをもつバロッ
ク様式の外装をもつ現在の姿となっている。

カテドラル

スペインルネッサンス様式の大傑作となったのはア
ヌンシアシオン大聖堂（カテドラル）である。国家遺
産、重要文化財に指定されている。昔の回教大
寺院の横に建てられ、16世紀のはじめカ
トリック両王によって建設が依頼され
た。エンリケ・エガスの指揮のもとに建
設が始まった。数年後ディエゴ・デ・シロ
エに建設が受け継がれ、プエルタ・デ・
ペルドン（門）の彫刻、聖櫃の扉、プエル
タ・デ・サン・ヘロニモ（門）をつくった。
正面にはアロンソ・カノによるバロック
様式の外装が施され、素晴らしい鐘楼が
ある。主聖堂はディエゴ・デ・シロエの作品で
平面は円形で天井は高く、白色に金が輝く。ボ
カネグラやホセ・リスエニョの絵画もある。
同じ大きさの5つの身廊があり、それぞれに礼拝堂が設けられ
ている。コリント様式の巨大な柱や柱壁、そして多くの祭壇画がある。貴
重なアロンソ・カノの無原罪の御宿りがカテドラルの聖具室にある。カテ
ドラルの博物館には多くの金銀細工の聖具、聖体祭のためにイサベル
女王が寄付した聖体顕示台、ペドロ・
デ・メナの彫像がある。
カテドラルの横にはフェルナンド王
子のパンテオン（墓廟）
としてつくられ
た王室礼拝堂がある。主祭壇には王
室の人々の遺体が眠り、美しい墓廟は
ドメニコ・ファンセリの作である。

人類遺産
コラル・デル・カルボン
昔のへディダ穀物倉庫であり、歴史芸
術遺産に指定されている。アンダルシー時
代のスペインに唯一残るもっとも古い建物
である。
14世紀に建設されこの倉庫では商品の
売買、商品の保管が行われていた。建物の外
装は素晴らしい。入り口の門には鍾乳
飾りの丸天井があり、内部の中庭
は一風変わっている。
現在の名は16世紀にさ
かのぼる。建物の内部に
炭を売る商人たちが寝
泊りしていた。そして
後に喜劇の劇場とし
て使われた。20世紀
にトレス・バルバスに
よって修復された。

聖母アングスティアス教会
この教会は聖ウルスラと聖スサナの礼拝堂に起源をも
つ。1545年、聖母アングスティアスを崇拝するためにつくられ
た宗教組織の建物であった。その聖母の宗教画はイサベル女
王が寄付したものである。組織のメンバーであったフアン・デ・アストゥ
リア、
フェルナンド6世、
フェリペ2世た
ちは1567年この地に病院を建てた。
そして17世紀に病院の隣にオルテガ
がバロック様式の教会を完成させた。
正面にはタイル細工の施された二
つの鐘楼がそびえる。聖母像を祭る棚
はフアン・デ・メナが担当した。内部に
はすばらしい祭壇画や貴重な絵画や
彫刻がある。

サン・セバスティアン礼拝堂
13世紀イスラム教徒の隠居として祈り
を捧げる場であった。
グラナダに残る唯一
の礼拝堂である。1492年カトリック両王
とボアブディル王が最終的にグラナダの
受け渡しをした場所である。
入り口には大きな馬蹄形のアーチがあ
り、内部の平面は四角形で、星をかたどっ
た球状の天井がある。聖ファビアンと聖セ
バスティアンを奉るキリスト教徒の礼拝堂
に変えられた。

サント・ドミンゴ教会
16世紀のゴシック様式のこの教会はサンタ・クルス・ラ・レアル修道院の一部
であった。宗教裁判や祭りが行われていた場所で、何世紀にも渡ってグラナダ
の貴族の埋葬が行われていた。
教会の内部は広く、平面はラテン十字形で両脇
に5つずつ礼拝堂が
ある。バロック様式
の装飾もある。ア
ーチと古典主義
の柱が小さなバ
ルコニーのような
ポーチをつくり、サント
・ドミンゴ広場がそのふも
とにある。

カルメン・デ・ロス・マルティレス
ナスル朝時代にキリスト教徒
の捕虜の牢獄があった場所に建
てられた建物である。キリスト教
徒の征服後カルメル修道会の修
道院に変えられ、サン・フアン・
デ・ラ・クルス司教などが数年間
滞在していた。
現 在の姿は1 4 世 紀のもの
で、内部にはその当時のオリエ
ンタル風の装飾が見られる。庭
園は国家遺産に指定されてい
る。フランスやイギリスの様式を
用いた美しい噴水や池のある庭
園である。

アルカサル・ヘニル
この古い田舎風な家は13世
紀のナスル王朝の憩いの場
であった。ボアブディルの
母親の所有した建物で、へ
ニル川の沃野に位置する。昔
の畑や庭に囲まれている。塔の
内部には素晴らしい装飾があり、舟遊び
をしていた池がある。
中央部の建物だけが13世紀のもの
で、両 側の建 物や入り口のポーチは
14世紀に加えられたものである。素晴ら
しい石膏細工や木製の屋根や鍾乳飾り
も見られる。

魅力的な場所

サクロモンテ
このグラナダの一風変わった
地区には不思議という言葉が
ふさわしい。洞窟住居は不思議
なものである。壁は石灰で塗ら
れ、銅の調理器などが飾られて
いる。細道にはリュウゼツラン、サ
ボテン、カーネション、ジャスミン
が飾られ、まるで水玉模様のような庭である。
年代記によるとジプシーは金属製品をつくる職人として、カトリッ
ク両王の騎兵と共にやってきて、この地に住み着いた。ジプシーの芸術はモリスコの芸術と
融合して、アルハンブラの都市であるグラナダを代表するフラメンコやサンブラを生み出した。
芸術のほかにサクロモンテの文化や遺産を代表するものは17世紀にペドロ・デ・カス
トロ大司教によって設立された大修道院である。大修道院には17世紀以降のアロンソ・
カノ、サンチェス・コタン、ラシス、ボカネグラなどのグラナダの重要な芸術家の作品が収め
られている。

アルカイセリーア
輝くイスラム時代、グラナダ・ナスル王
朝の商業地であった市場を再現している
場所である。その当時のグラナダの重要
な商品であった上質な絹を扱う市場とし
て有名であった。
このような市場（バザール）は町の中心部にあ
り、商人の寝泊りできる宿屋を備えていた。そし
て盗難に備えて、夜には市場の入り口の扉は閉
められていた。19世紀の終わりにメソネス通りに
ある、マッチをつくる店で火事が起こった。そして
市場は消失してしまった。
そして再建築され、現在はオフィシオス通り
とサカティン通りの脇に、宝石店、銀製品の店
など多くの店が並んでいる。そして陶器、銀製
品、籐製品、寄木細工（細いテープ状にした色
んな種類の木、動物の骨、真珠層などを組み
合わせた細工）
などグラナダの手工芸品を買う
ことができる。

レアレホ

アルバイシン

この地区は人類遺産とされ、グラナダを代表する典型
的な場所であり、
アンダルシーの文化遺産を受け継ぐ地
である。オレンジの花の香りが漂う道
を進んでいくとサン・ニコラスの見晴
台に着く。そこからはアルハンブラ（
1）の素晴らしい景色が見渡せる。
この地区には水溜め場、細道、庭
がいたるところにあ
り、この地 区の典
型的な屋敷「カルメ
ン」がたくさんある。
おそらくイスラム時
代に起源をもつとされ、果樹園や庭に囲
まれた小規模の屋敷であり、アルハン
ブラ
（1）の方角に向かって建てられてい
る。キリスト教徒の征服後にイスラム教
徒たちが引っ越してしまい広い土地が余
っていたため屋敷を建てたのである。イ
スラムの小村落に似た古い広い町の中
核地を再形成するための傾向である。

イスラム時代のグラナダのユダヤ人
地区であった場所で、
グラナタ・アル＝
ヤフードと呼ばれていた地区である。
レアレホ地区はそれから全く姿を変え
てしまった。アル・ファッハリン、ネチッ
ド、
ラス・アルファレロス、ロス・モリー
ノスなどの城壁、門が残るだけで、イス
ラムの典型的な迷宮都市の面影はこ

の地区の高台に残るのみである。
現在、
この地区で目立つ建物はマウロール地区のふもとにあるトレス・ベル
メハス
（朱色の塔）である。1410年アンテケラ
（在マラガ県）の住民の保護地と
して造られた地区はアンテケルエラと呼ばれる。その地区にはグラナダを代表
する素晴らしい遺跡がある。

マヌエル・デ・ファジャ文化会館
マヌエル・デ・ファジャ文化会館では年
間を通して音楽のコンサートや展示会など
が開かれる。
会館にはグラナダ市オーケストラのオフ
ィスがあり、マヌエル・デ・ファジャ音楽堂
でコンサートを定期的に行っている。
この会館には資料館となる、グラナダを
代表する音楽家マヌエル・デ・ファジャの
家であった博物館がある。

アルバイシン地区、
モリスコの精髄

グラナダの探索

空はすぐそこに
アルバイシンの細道
に入り込むとこの地区
をよく知ることができ

る。そしてこの地区に
ある、たくさんの見晴
台から景 色を眺める
ことができる。
サン・ニ
コラスの見 晴 台はｐ
10-11アルハンブラと
ヘネラリフェ
（1）、
を間
近に眺めることができ
る。そしてクルス・デ・
ラウダの見晴台やラ・
ロナの見晴台からは
町の素晴らしい教会
の屋根や塔を眺めるこ
とができる。サン・クリ
ストバルの見晴台か
らはベガ（沃野）、
シエ
ラ・ネバダ山脈、
イスラ
ムの城壁が一望でき、
そのイメージは忘れが
たいものとなる。

魅力的な細道、
オレンジの花
の咲く庭、白く塗られた家の姿
はアンダルシーの時代にタイム
スリップしたかのような感じを
与える。
アルバイシン地区に足
を踏み入れることはグラナダの
中心に入り込むことであり、そ
の精髄を知ると同時に、遠い昔
の人々の残した伝統遺産を褒
めたたえるであろう。
プラサ・ヌエバ（広場）はアルハ
ンブラ物語の挿絵としても描かれ
た不朽のものであり、現在もグラナ
ダ市民の生活の拠点と
なっている。広場の横に
は古典主義のレアル・チ
ャンチジェリア（王立裁
判所）
の建物、
そしてムデ
ハル様式のサンタ・アナ
教会がある。
芸術家の好んだカレ
ラ・デル・ダーロ
（街道）には、はる
か昔にｐ20アルバイシン地区（6）
とｐ10アルハンブラ
（1）
をつない
でいたカディの橋の廃墟が見られ
る。川の上流に向かって歩いてい

パセオ・デ・ロス・トゥリステスから眺めるアルハンブラ宮殿

くと、
ｐ12カストリルの家（7）やｐ
13アラブの浴場（8）、サンタ・カタ
リナ・デ・サフラ修道院、
サン・ペド
ロ・イ・サン・パブロ教会がある。

グラナダの郷土料理を
味わえる多くのテラスが
あり、
インターナショナル
な雰囲気の、
にぎやかな
地を通り過ぎるとパセオ
・デ・ロス・トゥリステス
（
道）
に着く。
「悲しみの道」
と訳されるその道は墓地
（街道）
への通り道であった。
グ カレラ・デル・ダーロ
アディクスの門は歴史的
にも多くの人が訪れた場所で 門）などの素晴らしい門も
ある。
その門に17世紀、広場 見られる。
歴史の詰まった石造りの
での祭りの音楽を奏でる音楽
ｐ15ダ
家たちの宿泊場としてチリミ 城壁を下っていくと、
ル・アル＝オーラの宮殿（
ーアスの家が建てられた。
11）がある。
そしてその
側にはｐ13サンタ・イ
グラナダにはイスラム時代のアイ サベル・ラ・レアル修
サン・ミゲ
ナダマルの用水路から水を取り入 道院（10）、
れていた水溜め場が28ヶ所残る。
そ ル・バホ教会とその広
エルビラの
のうちの23ヶ所はアルバイシン地区 場がある。
（屋敷）地
にある。ペソ・デ・ラ・アリーナやアバ 門はカルメン
ー広場の水溜め場は現在も使われ 区への通り道となって
いる。そして再び下方
ている。
のグラナダの美しい町
へと戻る。
そこからは独
ｐ12チャピスの家（2）
はア 創的なｐ20サクロモンテ地
ルバイシン地区のもっとも高 区（3）が眺められ、
ｐ13オ
い位置にある。
ｐ12サルバド スピタル・レアル（王立病
ール教会（5）やトマサスの修 院）
（13）
やｐ14カルトゥハ
道院もある。
修道院（14）
がある。
プラサ・ラルガ（広場）に着
くとにぎやかになる。
イ
スラムの古い町の面影
やアルバイシン地区に
残された素晴らしい文
化を発見することがで
きる。
グラナダでもっと
も古い、
カディマの城塞
のｐ15城壁（12）の跡
があり、
アルコ・デ・ラス
・ペサス
（アーチ）やプ
エルタ・デ・モナイタ（ サンタ・カタリナ

中心部、
キリスト教徒の遺産

グラナダの探索

グラナダの中心部では
様々な文化を楽しむこと
ができる。壮大なカテドラ
ルを中心に毎年多くの人
が訪れる。春にはもう暑く
なり、広場でくつろぐ人々
でにぎわう。
また多くの見
所となる素晴らしい遺跡
がいたるところにある。

王室礼拝堂の外観

プラサ・デ・ラ・トゥリニダ、
プラサ・デ・ロボスなどの広
場の名 前は古 代ローマの
ジュピターの伝説に由来す

グラン・ビアという大通
中心部には素晴らしい教会や公の
りがアルバイシン
（6）
の
建物がある。
カトリック両王やその孫
ふもとにある。大通りの
のカルロス5世の残した建物はキリ
わきには多くの細道や広
場、
そして美しい建物が スト教の町、キリスト帝国の町として
ある。
ｐ16バシリカ・デ・ グラナダの町を創り上げた重要な遺
サン・フアン・デ・ディオ 産である。
ス教会（15）
が昔、
ドゥケ
そしてグラナダで特別な
サ
（公爵夫人）地区と呼ばれ る。
場所とされている。
17世紀
ていた地にある。
その公爵夫
にはイエズス会の拠点地と
人とはグラン・カピタン
（司令
イスラム都市の迷宮の
官）
の妻のことであり、彼女は なり、
その勇敢な夫を埋葬するた 中にキリスト教様式の遊歩
めにサン・ヘロニモ修道院（ 道をつくり、植物庭園の近く
に司教座聖堂のサントス・フ
16）
を建設させた。
スト・イ・パストール教会を

建設した。
その教会の前にはプ
ラサ・デ・ラ・ウニベルシダ（大
学の広場）があり法学部の校
舎がある。
サン・ヘロニモ通りを進むと
ｐ17カテドラル（17）
の門に着
く。
カテドラルの脇には司教館
と王室礼拝堂がある。王室礼
拝堂はカトリック両王の最後の
家（墓）
であり、
グラナダを代表
する新キリスト教国の建築物
である。
壮大なカテドラルの見学を終
え外に出ると、
ナスル王朝の絹 プラサ・デ・イサベル・ラ・カトリカ（広場）

トゥリウンフォの噴水と王立病院

司教館

王室礼拝堂内部

ビブ＝ランブラ広場

の市場であったｐ21アルカイ
セリーア
（18）があり、多くの人
がすれ違う。
その近くに昔は門
や塀で囲まれていた敷地であ
ったプラサ・ビブ＝ランブラ
（広

場）
がある。広場には花屋が
立ち並び、市民にとって重要
な場所となっている。
グラナダの歴史的地区を
巡る道はｐ16パラシオ・デ・
ラ・マドラサ（20）へと続く。
そしてプラサ・デ・イサベル・
ラ・カトリカ
（広場）
を見て、
最後にｐ18コラル・デル・カ
ルボン
（21）
やサン・マティア
ス地区の小さな広場にある
外装の素晴らしいパラシオ・
デ・アブランテス
（邸宅）
を見
てグラナダ探索を終える。

科学博物館

レアレホ地区、文化の融合

グラナダの探索

グラナダの探索

この地区はグラナダのイ
スラム時代のユダヤ人地
区であった。
そして年月と
ともにその姿を変えてい
った。この地区の高台に
迷路のような細道が残っ
ているのみである。しか
しそこに住む人々の生活
や、様々な文化の共存は
今も多くの人を魅了し続
けている

るカンポ・デル・プリンシペ（広場）があ
る。その広場はフアン王子の結婚式の
場所として選ばれたところである。
この広場には多くのバル、レストラ
ン、タベルナ（居酒屋）などが軒をなら
べ、多くの観光客もやってくる。ここで
一息して、探索を続けよう。この地区に
は宗教的な建物も多くある。コメンダド
ーラス・デ・サンティアゴ修道院、サン
タ・カタリナ修道院、ｐ19サント・ドミ
ンゴ教会（22）、サン・セシリオ教会な
どがある。サン・セシリオ教会の前には

レアレホの石畳の坂道
をのぼると高台の地区にた
どり着く。そこにはｐ19カル
メン・デ・ロス・マルティレス
（27）という大きな庭園を
持つ屋敷があり、その右手
にはマヌエル・デ・ファジャ
音楽堂とカディス生まれの
音楽家の住んでいた家で
あるマヌエル・デ・ファジャの博物館が
ある。その他、この地区にはロドリゲス
・アコスタ財団（24）とゴメス・モレノ研
究所がある。
美しい白塗りの屋敷や中庭の立ち並
ぶ中に、立派なトレス・ベルメハス（朱
色の塔）があり、アンテケルエラ地区の
ふもとへと続く。地区の平らな地には昔
の洗濯場であった、プラセタ・デ・ラ・プ
エルタ・デル・ソル（広場）がある。そし
てその近くにはレアレホの中心部であ

カルメン・デ・ロス・マルティレスの池

グラナダ科学博物館（32）
では科学に関する幅広い知
識を得ることができ、見学者
自らも単なる見学だけでな
く参加できるようになってい
る。館内には多くのインタラク
ティブの（対話式）展示室が
あり、様々なテーマを通して
科学にふれることができる素
晴らしい博物館である。
ビオスフェラ
（生物圏）
と呼
ばれる展示室は科学博物館
の中心となる場所で、基本と
なる我々の惑星（地球）の生

博物館内部

があり、
どんなに鋭い目をし
ていようと錯覚をおこされて
しまう。
エクスプローラー（探検）
の展示室は3歳から7歳児を

レアレホの通り

クリスト・デ・ファボーレス（願いを聞
き入れてくれるキリスト）と呼ばれると
ころがある。
庶民の古い住居であった場所は修
復され、カサ・デ・ロス・ティーロスな
ど、貴族の都市邸宅とされた。そして、
へニル川を渡るとｐ18エルミタ・デ・
サン・セバスティアン（礼拝堂）
（30）、
ｐ19アルカサル・ヘニル（城塞）
（31）
やｐ32科学博物館（32）がある。

博物館の展示室

物に関する資料がある。興味
深い働きアリの巣や、ハチの
巣を見ることができる。
そして
地震の疑似体験もできる。
直径10メートルの半球を
もつプラネタリウムでは、
天体
の動きを見ることができる。
特 別 な 映 写 機 によって
天 体の軌 道を映し出し、月
食、
日食や彗星を眺めること
もできる。
パーセプション（知覚）の
展示室には幾何学模様を作
り出す、
レンズ、鏡、光の細工

対象とした施設である。ユー
レカ
（ヨーロッパ先端技術共
同研究機構）の展示室は物
理学の小世界である。

科学博物館

グラナダの文化
博物館
文化の愛好家たちにと
っても、グラナダは素 晴
らしい地である。多くの
博物館があり、劇場など
では年間を通して多くの
フェスティバルが行われ
る。
グラナダはスペインを
誇る絶好の地である。

物館にはイン
タラクティブ
の（ 対 話
式 ）展 示
室 やプラ
ネタリウム
があり、子 供
から大人まで
楽しみながら
科 学 や宇 宙
に身 近 にふ
れることがで
きる。
フェデリコ・ガルシア・ロル
カの生まれたグラナダには至
る場所に劇場があり、
ミュー
ジカル週間なども行われる。

グラナダの素晴らしい会場
で行われる、国際音楽舞踊
祭、
タンゴフェスティバル、
ジ
ャズフェスティバル、若手監
督の映画祭などを筆頭に多
くの祭典が行われる。
グラナダ市内だけでなくグ
ラナダ県の諸地域で
も様々な催しが開か
れる。忘れてはならな
いのはグラナダを象
徴するフラメンコであ
る。サクロモンテの洞
窟ではジプシーのサ
ンブラとよばれるフラ
メンコの音楽と踊りを
アンダルシア舞踊団
楽しむことができる。
グラナダにはアルハンブラ
マヌエル・デ・ファジャ音楽
宮殿を代表とする多くの遺跡 堂ではスペインでも有名なグ
がある。
そしてアルハンブラ・ ラナダ市オーケストラが多く
カルロス5世の宮殿内の美 の素晴らしいコンサートを開
術館とアルハンブラ博物館、 いている。
考古学博物館、
カトリック両
王博物館、科学博物館など
多くの博物館もある。科学博

グラナダ

マックス・モレアウのカルメン
（屋敷）博物館

ピサの家

テアトロ・イサベル・ラ・カトリカ

カサ・デ・ロス・ティーロス

サイディン公民館

（33）ウエルタ・デ・サン・ビセンテのフェ
デリコ・ガルシア・ロルカの家・博物館

アルミージャ
アルミージャ公民館

（25）マヌエル・デ・ファジャの家・博物館
（19）ホセ・ゲレロ現代美術
センター
サクロモンテ資料センター
（7）考古学博物館
アンヘル・バリオス博物館
（1）美術館
（1）
アルハンブラ博物館
（17）カテドラルの博物館
カトリック両王の博物館

フエンテバケロス
フェデリコ・ガルシア・ロルカ劇場
役所

音楽堂

グラナダ
マヌエル・デ・ファジャ音楽堂

文化活動

グラナダ
大学映画クラブ・映画室

グラナダ県映画興行
フラメンコ
グラナダ秋の祭典
『ホークス・ポクス』マジックフェスティバル
国際ジャズフェスティバル

（4）サクロモンテ博物館

若手監督の国際映画祭

（24）ゴメス・モレノ博物館、ロ
ドリゲス・アコスタ財団

国際音楽舞踊祭

（電話予約必要）

科学博物館

国際タンゴフェスティバル
インターナショナル・コミック展示会

フエンテバケロス
フェデリコ・ガルシア・ロルカ生家・博物館

ヘネラリフェでの音楽祭

劇場

グラナダ
テアトロ・アランブラ

チャウチナ
アンダルシア音楽コンクール

バルデルビオ

サンタ・フェ
サンタ・フェ協定

公立案内所

ユーモア劇フェスティバル

観光周遊券：遺跡、博物館などグラナダを見学する
のに便利でお得な周遊券。

スペイン国外より

グラナダの周辺

グラナダ の 主 都
はもとより、地 方
にもアルハンブラ
の 都 市 の 歴 史と
深く関係のある多
くの村がある。そ
して多くの遺跡も
ある。

ガルシア・ロルカの道
国際的にも名の知れるスペイ
ン人詩人、フェデリコ・ガルシア
・ロルカは1898年6月5日グラ
ナダのベガ（沃野）の真ん中に
あるフエンテ・バケロスの小さ
な家に生まれた。その生家は
博物館とされ、写真、資料、手
紙、作家の初版本などが展示
されている。
『ロマンセロ・ヒターノ』、
『ニ
ューヨークの詩人』が彼の初
期の作品である。父親の所有
していたバルデルビオの家や
ウエルタ・デ・サン・ビセンテの
家にも住んだことがある。ウエ
ルタ・デ・サン・ビセンテの家は
ガルシア・ロルカ家の夏の別
荘として使われていた。現在は
博物館になっている。
アルファカルには彼の名
をつけた公園がある。オリー
ブの木のふもとには石が置
かれ、彼の遺体が眠るとされ
ている。1986年に彼の没後
50年を記念して、
『ガルシア・
ロルカと市民戦争の犠牲者
のために』開かれた記念公園
である。1936年の夜明けに
ビスナルの崖でガルシア・ロ
ルカは射殺された。

グラナダのベガ（沃
野）へと足を運ぶと、
サンタ・フェのような
歴史的にも重要な地
がある。1491年カトリ
ック両 王の軍 隊の寄
宿 舎が造られた場 所
で、
そこからナスル王朝の最後の攻撃
を行った。サンタ・フェには今も昔の町
の4つの門（グラナダの門、
ロハの門、
セビージャの門、ハエンの門）が残っ
ている。
ポプラの並木や畑の広がる地には
チャウチナ、
フエンテバケロス、
シフエラ
などの村があり、伝説によるとグラナダ
王朝の創始者で
あるアラマルが灌
漑設備や用水路
をこの地につくり
出した。
先史時代から
イスラムの時代ま
で多くの考 古 学
遺跡もある。周辺
にはベガス・デル
・ヘニル、クージ
ャル・ベガ、チュリ
アナ・デ・ラ・ベガ
の村がある。プラ
サ・デ・ラ・コンス
ティスシオンはサ
アルミージャの教会

サンタ・フェ

ンタ・フェの素晴らしい広場であり、
この場所でボアブディル王と
カトリック両王の使者が降伏条件を交わした。
ラス・ガビアスの
村の歴史はローマ時代にさかのぼり、浴場や納骨室の遺跡が
残る。
グラナダの南東、16キロメートルにラ・マラアーがある。
その名
は塩の村という意味のアラ
ビア語のアル＝マラハに由
ピノス・プエンテの橋にイサベル
来する。その岩塩産地はカ 女王の使者がクリストファー・コロン
トリック両王からエル・サガ ブスを連れてきたと年代記に書かれ
ルに譲渡された。温泉場の ている。大西洋横断の許可する交渉

を受け入れてもらえず、グラナダを
去っていった。そのときこの橋を通
ったのである。

薬用湯には多くの人が訪れる。
近郊のオトゥーラという村の丘
からはグラナダとベガ（沃野）の素
晴らしい景色が一望できる。その
村の近くにグラナダを追い出され
たボアブディル王が泣きながら、
こ
よなく愛したグラナダの王朝に別
れをとげた、
ススピーロ・デル・モー
ロ
（モーロ人のため息）
と呼ばれる
ラス・ガビアスのアラブの塔

グラナダの周辺
地がある。古代からある
アレンディンやアルミージ
ャの村には畑が広がる。
16世紀のヌエストラ・セニ
ョーラ・デ・ラ・コンセプシ
オン教会やコルティホ・デ
・ロス・ウエルトスの考古
学遺跡が見所である。
へニル川の周辺にはマ

アルボロテ

ラセナ、アルボロテがあ
アルボロテではエンカ
建築家ディエゴ・デ・シロエはアルフ る。
ルナシオン
・デ・イホ・デ・
ァカルの村に素晴らしい作品を残し
ディオス教会、
アヌンシア
た。
アルファカルはパンの美味しい村
シオン・デ・ヌエストラ・セ
として知らる。パンづくりはモリスカ
ニョーラ教会が際立つ。
の残した伝統である。
そしてこの地は
アタルフェで発見され
『グラナダのパン屋』
となっている。 た遺跡は古代イリベリス
のものである。遠い昔か
らシエラ・エルビラの浴場
の薬湯として効能があることが知られていた。硫酸塩の成分を含
む水が地下から湧き出ている。
ピノス・プエンテの村のある地は歴史的にも
重要な地であり、セロ・デ・ロス・プリンシペス
（
丘）
にはローマ時代イルルコの村の跡が残る。
セロ・デ・ラス・アグヘタス
（丘）やセロ・デ・ロス
・インファンテス
（丘）はイベロ・ロマナ時代の
村落で、
コルティホ・デ・ダランゴレハにはロー
マ時代後期の村である。
クビージャの貯水池の周りにはペリグロ
ス、
カリカサス、
グエベハルの村がある。
グエベ
ハルは1755年に大地震が起こり、村が崩壊し アレンディン

アルファカルの風景

てしまい、1884年に起こった地震は
アンダルシア大地震として知られる。
そのため村の位置は変わってしまい
現在に至る。プリアナス、フンはグラ
ナダのベッドタウンとなっている。土
器や陶器が有名な場所である。
シエラ・デ・ウエトル国立公園には
小さな崖、石灰石、小川がたくさんあ
り、
グラナダの町のすぐ近くにある素
晴らしい山である。
コゴージョス・ベガでは17世紀の
教会が際立つ。教会内部にはアロン
ソ・カノ作の『無原罪の御宿り』の絵
画がある。そしてアラブの浴場の跡
コゴージョス・ベガ
が残されている。ニバルには、
教会前の広場からロス・プレ
ティレス通りに突き出たアラ
ブの見晴台がある。その見晴
台はニバルのバルコニーと呼
ばれる。ニバルはアベナマルと
フアン2世が協定を交わした
場所である。
『ペーニャー・デ
・バルトロ』の考古学遺跡は
貴重な地である。
ニバル
ビスナルには建築遺産と
されるパラシオ・デ・エル・クスコ
（邸宅）がある。1800年に建設さ
れ、
グラナダの有名な詩人フェデリコ・ガルシア・ロルカが銃殺さ
れるまで監獄されていた場所である。
ウエトル・サンティジャンの名前
はアラブの名前とキリスト教徒のつ
けた名前を合わせたものである。
Húetor（ウエトル）は川という意味
のアラビア語のwadi（ワディ）から、
Santillán （サンティジャン）
はキリス ビスナル
ト教 徒の征 服 時 村の住
民が聖イジャンに健闘を
祈ったことに由来する。ベ
アス・デ・グラナダの村も
もっとも古い村である。
ア
クシ
（現グアディクス）
まで
のローマ時代の街道があ
ったところで、それに由来
してベアス
（道という意味 ビスナルのパラシオ・デ・エル・クスコ
）
の名がついた。

グラナダ県の遺跡

アルムニェカルの塩漬け
工場と城

城と要塞
イスラムの遺産
イスラム教徒はグラナダ県
にやって来て、町を築き上
げ、素晴らしい要塞や城を
つくりあげた。
コスタ・トロピカル（熱
帯海岸）は輝く時代があ
った。アルムニェカルのサ
ン・ミゲル城などの防 衛
施設を備えた城が築かれ
た。キリスト教徒の時代に
城は修復されている。素晴
らしい主塔のあるサロブレ
ーニャの城やカステル・デ
・フェロの城もある。

アル・アンダルスの最後の砦とな
ったグラナダ県には多くの素晴
らしい歴史、文化遺跡がある。
こ
こではグラナダ県の遺跡や考古
学遺跡について簡潔に述べる。
グラナダ県観光局にはグラナダ
の地方を特別に取り上げるガイ
ドブックを用意しており、それぞ
れの地域についての詳細なイン
フォメーションが得られる
アルムニェカルの塩漬け工場で
あるエル・マフエロはローマ時代『ガ
ルム』
という貴重なもの（魚の内臓を
使ったペーストのようなもの）をつく
っており、ローマ帝国全土に出荷し
ていた。

コスタ・トロピカル（熱帯海岸）
の
地域は文化や文明の入り口であっ
たため様々な伝統や生活様式が残
っている。アルブニョルは先史時代
から存在する村で、クエバ・デ・ムル
シエラゴ（コウモリ洞窟）
では新石器
時代の遺体が発掘された。

ペーニャ・デ・ロス・ヒターノス、モンテフリオ

サロブレーニャの城

フェニキア人やローマ人はグラナ
ダの海岸沿いにやって来て、物々交
換を通して経済の繁栄を遂げた。
そ
の豊かな時代の建物はアルムニェ
カルのプエンテ・デ・ノイにあるフェ
ニキアの墓地、
ラウリータにはカルタ

モンテフリオ
アラマ・デ・グラナダ

ゴの墓地、
そしてローマ時代の水道
橋、
ローマ時代の塩漬け工場、クエ
バ・デ・ロス・シエテ・パラシオス
（洞
窟）であり、ローマ時代の墓地も残
っている。
ポニエンテ・グラナダ（グラナダ
西部）には多くの考古学遺跡があ
る。巨石時代の墓の跡があるモンテ
フリオのペーニャ・デ
・ロス・ヒターノスは有
名である。ロハのシエ
ラ・マルティージャに
はドルメン
（机石）が残
っている。
この地はグラナダ・
ナスル王朝とキリスト
教徒の領土の境界地
となっていたところで、
多くの城や要塞が建設された。アラ
マ・デ・グラナダにはイスラム時代の
浴場や温泉が残り、現在も温泉場と
して使用されている。
キリスト教徒の征服によりグラナ
ダ西部にも多くの宗教的な建物が

アラマ・デ・グラナダ
のアラブの城、
イジョラ
の城跡、ロハのアルカ
サバなどはウマイヤ朝
の建物である。
モクリン
やモンテフリオの城は
国定遺産に指定されて
おり、ポニエンテ・グラ
ナダ地方を代表するイ
スラムの遺跡である。

モクリンの風景
と城

グラナダ県の遺跡

ロハのエンカルナシオン教会
とアルカサバ
オルセのアルカサバ・デ・
ラス・シエテ・トレス
アルティプラノ地方のバ
サ・ウエスカルにはバサ
のアルカサバがある。カ
ストリルの城、オルセに
はアルカサバ・デ・ラス・
シエテ・トレス、
サラルの
砦とウンブリアの砦があ
る。
グアディクス・マルケ
サド地方の代表的な建
物はグアディクスにある
アルカサバや10-11世
紀の城壁である。

グアディクスのアルカ
サバ

建設された。
アラマ・デ・グラナダの
ゴシック様式のエンカルナシオン
教会、カルメン教会、ロハ
のルネッサンス様式のサ
ン・ガブリエル 教
会、ローマのアグ
リッパのパンテオ
ンを思 い 起こさ
せるエンカルナシ
オン教会、モンテフ
リオのビジャ教 会
がある。
アルティプラノ
（高
地）地方のバサ・ウエ
スカルで発見された有
名なバサの貴婦人は素晴らしい考
古学遺産である。バサ
ではセロ・デル・サント
ゥアリオ・デ・ロス・ト
レス・パゴス
（丘）のオ
ジャ・デ・バサ考古学
遺跡やイベロ・ロマナ
都市のバスティが有
名である。オルセには
ベンタ・メシーナ古生

バサの司教聖堂教会

物学遺跡やバランコ・デル・パソ
（崖）が、
ガレラにはトゥトゥジの墓地があり、ガ
レラの貴婦人が発見された。
アルティプラノ
（高地）地方のも
っとも北には貴族の遺跡が残る。
キリスト教徒征服の輝きの象徴
となる多くの宮殿や教会が建
てられた。バサの司教座聖堂
のエンカルナシオン教会、ウ

グアディクスのカテドラル

グアディクスのカテドラルはモス
クのあった地に建てられている。内
部には博物館もあり、多くの書物や
金銀細工の作品が収められている。

エスカルのディエゴ・デ・シロエ作の
サンタ・マリア・ラ・マジョール司教座
聖堂教会、オルセのパラシオ・デ・ロ
サンタ・マリア司教聖堂教会、ウエスカル
ス・セグラやパラシオ・デ・ロス・ベル
モンテなどの宮殿がある。
グアディクス・マルケサド地方のゴラフェの巨石遺構公園は
アンダルシアを代表する多くのドルメン
（机石）
を持つ素晴らしい
考古学遺跡である。ダーロのクエバ・オラ
（洞窟）の遺跡やソラ
ーナ・デ・サンボリノには石器時代や青銅時代の遺跡がある。
フ
ォネラスのクエバ・デル・アグア（洞窟）には興味深い洞窟画が
あ る。
イスナジョスにはピニャ
ルのクエバ・デ・ラス・ベンタナ
ス
（洞窟）、エル・メンカルには
ドルメンがある。
グアディクスにはゴシック
様式、バロック様式の混在す
る素晴らしいカテドラルがあ
る。サンティアゴ教会にはムデ
ゴラフェのドルメン
ハル様式の塔があり、
ディエゴ
・デ・シロエ作の門がある。ル
ネッサンス様式のラ・カラオ
ラの城宮殿には素晴らしい
回廊のある中庭があり、歴史
的芸術国家遺跡に指定され
ている。
カラオラの城の景色

