SEGOVIA
歴史都市セゴビア、
スペインの京都

LA K I OTO
ESPAÑOLA

S

egovia, ciudad Patrimonio de la Humanidad, es
sinónimo de Acueducto. El Acueducto romano del siglo
I D.C. es también símbolo de identidad y emblema de
la ciudad, además de razón suficiente para una parada por parte
de todo viajero.
En Segovia el patrimonio monumental los perfiles del Alcázar
y la Catedral desde los valles que rodean la ciudad medieval,
cercada por la muralla más larga de España. El caserío alberga
innumerables edificios históricos y obras de arte, testimonio de
un rico legado fruto de la coexistencia de cristianos, judíos y
musulmanes, que la ciudad ha sabido conservar.

世界遺産の町、
セゴビアと言えば水道橋（アクエドゥクト）、
と言えるほど、
この紀元一世紀に造られたローマ水道橋はこの町の象徴であり、町の紋章
のシンボルにもなっていて、
さらには旅行者がこの水道橋を見るためにこの
町を訪れるのです。
セゴビアでは、
スペインで最も長い城壁で囲まれた中世の町を取り巻く渓
谷から、
アルカサル城や大聖堂といった、歴史に残る遺産の輪郭が旧市街
を見下ろしています。小さな集落には、沢山の歴史的な建造物や美術作品
がありますが、
それらはキリスト教徒、
ユダヤ教徒、
イスラム教徒が共存して
いた結果、残された豊かな文化財であることの証であり、
この町はそれらを
守り続けてきました。

No en vano Segovia fue la ciudad en la que los reyes de
España establecieron su residencia desde el siglo XIII hasta
el siglo XVI. Bien podría decirse que Segovia es el Kyoto
español.

がその宮殿を構えたのもうなずける話であり、
まさにセゴビアはスペインの

El visitante encontrará a cada paso por las calles de Segovia
una excusa para detener la mirada y un buen restaurante en el
que degustar la rica gastronomía local e internacional.

場所や、地元の、
そして国際的な料理を堪能できるレストランに出会うことで

このようなセゴビアに、13世紀から16世紀に至るまでスペインの数々の王
京都とも言えるのではないでしょうか。
セゴビアを旅すれば、通りを歩く先々で立ち止まって見ずにはいられない
しょう。

Segovia セゴビア

CÓMO LLEGAR （セゴビアへの行き方）
Desde Madrid (a 87 km) マドリードから87km

Avión: Aeropuerto de Barajas a 109 km 飛行機で：マドリードのバラハス空港から109km
Tren: 28 min. desde la estación de Chamartín 電車で : チャマルティン駅から28分

Madrid マドリード

Coche: 60 min. (aprox.) por la Autopista AP-6 / AP-61 車で：高速道路AP-6とAP-61を使って約60分
Autobús: 60 min. (aprox.) desde la estación de Moncloa

バスで : モンクロア駅から約60分
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Alcázar アルカサル

N

Río Eresma
エレスマ川
El Huerto y Jardín
de las Palabras y
los Cerezos

セゴビア必見スポット

言葉と桜の果樹庭園

Plaza Mayor
マジョール広場

1. Catedral（カテドラル）

La Catedral es conocida como la dama
de las catedrales, al ser ésta uno de los
más bellos ejemplos de arquitectura
gótica tardía.
『大聖堂の貴婦人』
として知られ、後期ゴシック

A la Estación
de Segovia (AVE)
セゴビア駅へ

Catedral カテドラル

Estación de Autobuses
バスターミナル

様式の建築としては最も美しい建物のひとつです。

2. Alcázar（アルカサル）

Alcázar edificado en el siglo XI sobre
los restos de una fortaleza romana; se
erige entre los valles de los ríos Eresma
y Clamores. Con su aspecto de castillo
de cuento de hadas se ha convertido en
uno de los monumentos más visitados
de España y fue inspiración para Walt
Disney a la hora de diseñar el castillo de
Blanca Nieves.
11世紀に建てられた城で、エレスマ川とクラ
モーレス川の間の渓谷を選んで建造されたロ
ーマ時代の要塞の遺跡上に建立されました。
こ
の、おとぎ話に出てくるような城は、今ではスペ
インでもっとも訪れる人の多い歴史的建築物と
なっています。
また、
ウォルト・ディズニーはこの
城にインスピレーションを得て白雪姫の城をデ
ザインしました。
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3. El Huerto y Jardín de las Palabras
y los Cerezos（言葉と桜の果樹庭園）

El Huerto y Jardín de las Palabras y
los Cerezos. Con este hermoso nombre
se designa un rincón enigmático
de la ciudad de Segovia, donde las
palabras y los árboles hablan por igual.
Inicialmente conocido como Jardín
de Miguel Delibes, este espacio acoge
cerezos japoneses y palabras grabadas
en piedra. Los conceptos elegidos
definen y simbolizan los pilares de la
unidad de todos los pueblos de la tierra
entre sí, del ser humano con la naturaleza
y de nuestra generación con las que nos
sucederán eternamente. El nombre del
jardín y la reflexión a la que se invita
al final ("Recuerdo y Camino"), ambos
propuestos por el profesor Marciano
Cuesta, sirven para enmarcar estos
conceptos universales, escritos también

Acueducto 水道橋

en el lenguaje pictórico de los kanjis
japoneses.
この美しい名前で、
「セゴビアでは木々もまた、
言葉のように語りかけてくる」
という、
この町の神
秘的な一面が表されています。
もともとはミゲル・
デリベスの庭園として知られていましたが、
この
場所に日本の桜の木が植えられ、言葉が刻まれ
た石板の数々が据え付けられました。
そこで選ば
れたコンセプトによる言葉は、
この地に住む全て
の人々の調和と、
自然と共に生きる人間であるこ
と、
そして私達の世代から未来の世代へと永遠
に引き継がれていく、
その礎となるものをはっき
りと示し、象徴しています。
マルシアノ・クエスタ教
授はこの公園に
『言葉と桜の果樹公園』
という名
前をつけ、
さらに
『最後に深く思いを巡らせる場所
（“思い出と道程”）』
という意味を添えました。
こ
の2つの発案は、言葉に込められた普遍的なコン
セプトを際立たせ、石板にも日本の漢字の筆文
字で刻まれています。
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5. Gastronomía（グルメ）
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4. Acueducto（水道橋）

Acueducto, uno de los más importantes
del mundo romano con un recorrido
de 14.956 metros desde la captación
de agua en la Sierra de Guadarrama y
20.400 bloques de piedra unidos por un
equilibrio de fuerzas que en la zona más
alta llega a 29 metros y que se encuentra
en un admirable estado de conservación.

Gastronomía. Ciudad de mesones
y figones por antonomasia, Segovia
es a su vez uno de los más firmes
baluartes de la cocina castellana. De
hecho, a sus artes gastronómicas debe
gran parte de su atractivo turístico.
Sin desdeñar las innovaciones de la
nueva cocina, que también aquí ha
encontrado su particular reflejo, los
argumentos máximos de las mesas
segovianas siguen siendo los asados
de cordero lechal y cochinillo o
tostón en horno de leña. En repostería
es célebre su Ponche, un bizcocho
relleno de crema con cobertura de
mazapán.
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メソンと言われる食堂や、
フィゴンという大
衆食堂が多くあることで、
セゴビアは言わずと
知れたカステリャーノ料理を守る強力な砦の
ひとつである町であり、事実、
ここの芸術的と
も言える料理の数々は観光の魅力の大部分
を占めています。
革新的で新しい料理も無視できないけれど、
この町固有の個性きらめく料理に目を向けて
みると、今でもセゴビアの食卓に最も多く並
ぶのは薪オーブンで焼き上げた、子羊やコチ
ニージョまたはトストンと呼ばれる子豚の丸
焼きです。
そしてスイーツは、柔らかいスポン
ジ生地でカスタードクリームをはさみ、
マサパ
ンと言われるアーモンドプードルと砂糖や卵
白を加えて練ったものを薄くコーティングし
た、
ポンチェという有名なケーキがあります。

ローマ時代の遺跡の中でも最も重要な遺跡の
1つで、
その長さはグアダラマ山脈を水源とする
取水地点から全長14,956メートルに及びます。
また、20,400個もの石のブロックは高さ29メート
ルに達する場所までそれぞれが絶妙なバランス
で支え合って積み上げられており、
その保存状態
は驚くべきものであることがわかります。

Centro de Recepción de Visitantes

Azoguejo, 1 - Segovia Tel: +0034 921 466 720
info@turismodesegovia.com
segovia.turismodesegovia.com
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