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The Perfect 
Weekend 
in Seville

スペイン、セビリアの完璧な週末

Text and Images by IJfke Ridgley

文／写真= アイフク・リッジリー  



스페인 남쪽 건조한 시골마을에 자리잡은 세비아는 

아주 강렬한 매력이 있습니다. 수도인 안달루시아는 

여러분의 마음을 벅차게 만들 곳입니다. 고속열차로 

마드리드에서 3시간밖에 걸리지 않기 때문에, 

여행하기 더없이 좋은 곳입니다.  
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N estled in the arid countryside 
of southern Spain, Seville 
is a city that packs a punch. 

As the capital of Andalucía province, 
it manages to feel small but live 
large, due in part to its historical 
mix of cultures and architecture, 
as well as the locals’ strong 
adherence to tradition. If Madrid 
is the nation’s hulking metropolis 
filled with endless neighborhoods 
and museums, and Barcelona its 
international artsy cousin, Seville 
feels like the Spain you’ve been 
imagining. Spending a weekend 
here is a must: This is the Spain 
of flamenco and bullfights, tapas 
and Catholic churches. The locals 
are fiery, the lunches are long, the 
siestas are even longer, and there is 
rarely a rainy day. 
 The sweet scent of orange 
blossoms fills Seville’s air in the 
spring, when the weather is not yet 
scorching, and the most famous 
holiday celebrations commence. 
Seville’s Easter week festivities, 
known as Semana Santa, or Holy 
Week, are known the world over, and 
have been observed for centuries. 
During this exciting time, thousands 
of people take to the streets to watch 
elaborately decorated floats carried 
from small neighborhood churches to 
the main cathedral. While the mood 
is somber and emotional during 
Semana Santa, the city livens up a 
few weeks later for La Feria de Abril. 
Hundreds of tents line the city’s edge 
for this fair, during which Sevillian 
families dress in colorful, traditional 
Andalusian attire, and spend the 
week eating, drinking, and dancing. 

南スペインの乾いた田園地帯に位置するセビリア

は、目のさめるような刺激に溢れた都市です。アン

ダルシア州の州都であるこの街がこぢんまりとして

いながら壮麗な魅力を感じさせてくれる理由の一

端は、街中に溢れる多彩な文化や建造物と、伝統

に対する地元の人々の強い愛着にあります。マドリ

ッドが無数の市街区域と美術館がひしめく大都会

で、バルセロナが国際色豊かなアートの街だとす

れば、セビリアはスペインと聞いて誰もが思い描く

イメージそのままの街だといえるでしょう。この街

を訪れるなら、ぜひ週末を過ごしてみてください。フ

ラメンコ、闘牛、タパス、カトリック教会に彩られた

スペインに出会えるはずです。人々は情熱的で、昼

食にかける時間は長く、シエスタ（昼寝）の時間は

さらに長く、そしてめったに雨が降らない街、それ

がセビリアです。 

 オレンジの花の甘い香りが春の空気にただ

よい、暑さもまだ苛烈でない頃、セビリアで一番賑

やかなお祭りが行われます。復活祭週間のこのお

祭りは「セマナ・サンタ」（聖週間）として世界中に知

られ、何世紀もの歴史があります。開催期間中、町

の小さな教会から大聖堂へ向かって運ばれる緻密

に飾られたフロート（山車）の数々を見物しようと、

街路は何千人もの人々で溢れます。セビリアの街

はセマナ・サンタの間は厳粛な空気に包まれます

が、その数週間後に行われる「フェリア・デ・アブリ

ル（4月の祭り）」になるととたんに活気づきます。数

百ものテントがびっしりと並び、セビリアの人々は

アンダルシアのカラフルな伝統衣装に身を包んで

食事とお酒とダンスの一週間を楽しむのです。 

 セビリアは豊かな歴史を持つ街で、各時代

の統治者たちはスペインの宝石ともいうべきこの

Blood-red and saffron colored 

colonials. The saltiness of 

jamón Serrano. The flip of a 

ruffled flamenco skirt. The 

capital of Andalucía has a way 

of burning its images in your 

mind and heart. And at only 

three hours away from Madrid 

via high-speed train, there is 

no excuse to stay away 

from Seville. 

鮮烈な赤とサフラン色が映える、コロニアル調の建築。塩気の利いた

ハモン・セラーノの風味。フラメンコダンサーのスカートがひるがえる

瞬間。アンダルシアの州都セビリアは、訪れた人の心に長く残る数々

の鮮やかなイメージを残してくれます。マドリッドから高速列車でたっ

た3時間。セビリアを訪れない理由はどこにもありません。
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 Seville has a rich history, with each ruling group 
leaving its imprint on the culture and architecture of this 
Spanish gem. The area served as an important city to the 
Romans, beginning around 200 BC, and was later ruled 
by the Moors for 500 years, until they were overthrown 
by Spanish Christians. After Christopher Columbus 
arrived in America in the 15th century, Seville became 
the center of trade relations with the New World, as well 
as one of Spain’s wealthiest cities. 
 Today, Roman, Moorish, Gothic, Renaissance, 
Baroque, and Rococo styles still mix together beautifully 
here, providing a perfect setting for endless sightseeing. 
And since Sevillians rarely entertain in the house, the 

街に文化と建造物を通してそれぞれの足跡を残してきました。紀元前200年

頃はローマの重要な都市として栄え、その後はスペインのキリスト教徒によっ

て追放されるまで500年の間、ムーア人が統治していました。15世紀にコロ

ンブスがアメリカ大陸を発見した後、セビリアは新世界との貿易の中心地とな

り、同時に最も裕福な都市の一つとなりました。 

 ローマ、ムーア、ゴシック、ルネッサンス、バロック、そしてロココの様式が

美しく織り合わされたこの街は、見飽きることのない探勝を約束してくれます。

セビリアの人々は自宅でエンターテインメントを楽しむということをめったにし

ないため、この土地の陽気な文化を町中で感じることができます。年老いたセ

ニョーラたちが手を取り合いながら路地を歩き、若者や留学生たちはプラザ
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lively culture takes to the streets: Old señoras 
walk hand in hand through alleys, teenagers 
and study-abroad students drink in plazas, and 
children accompany their parents for tapas late 
into the night. You could spend a year poking 
around Seville’s plazas and still not experience 
it all. But if you only have a weekend, here is an 
itinerary that highlights some of the city’s best-
kept secrets. 

 D A Y  1 :

Begin your first day in Seville with a breakfast of 
churros y chocolate, fried dough sticks sprinkled 
with sugar and dipped in hot chocolate as thick 
as pudding. Join the locals at any corner café 
on almost any plaza, such as any popular La 
Centuría in Plaza de la Encarnación. Then, 
start sightseeing early (before the long lines 
and mid-day sun) at the Moorish palace Real 
Alcázar de Sevilla. The city’s architecture still 
reflects its Islamic roots at sites ranging from 
the Torre del Oro—a watchtower sitting on the 
bank of the Guadalquivir river, what is left of 
the Moorish walls that enclosed the city—to the 
Casa de Pilatos, a private palace built in Italian 
Renaissance and Spanish Moorish styles. But it’s 
the stunning Real Alcázar that is truly the gem 
of Moorish architecture. Dizzying tile mosaics 
and plasterwork as delicate as lace showcase 
the beauty of Islamic design. If you are visiting 
in the summer, the palace hosts an open-air 
evening concert series in the surrounding 
gardens that makes for a magical experience. 
 It is a crime to come to Seville and not 
see some flamenco, a fusion of traditions that 
arose from Moors, Jews, and Roma living in 
Andalucía. Developed around 200 years ago, 
flamenco is a style of music featuring a single 
soulful singer accompanied by guitar, clapping, 
and a matching style of dance with stomping 
footwork and intricate hand movements. 
While there are plenty of tourists (and locals!) 
awaiting the performance at La Carbonería, 
it makes for a passionate affair in a lively 
atmosphere. The rustic terrace fills up quickly 
for the free performance at 10:30 p.m., hosted 
by local talent in traditional dress. For more 
spontaneous flamenco, check out the bars 
in the Triana neighborhood—La Taberna is 
a favorite—where locals put on impromptu 
performances while the whole bar claps along. 

（広場）でお酒を楽しみ、子供たちも大人に混ざって夜遅くまで

タパスをほおばる――。たとえセビリア中の広場を1年かけて回

ったとしても、すべてを見ることはできないでしょう。でも、もし週

末の3日間しか滞在できないなら、この街の魅力を味わい尽くす

こんなスケジュールはいかがでしょうか。 

１日目：

セビリアで過ごす1日目の朝は、砂糖をまぶした棒状のドーナツ

をプディングのように濃厚な温かいチョコレートにつけて食べる

「チュロスとチョコレート」で始めましょう。どの広場の角にもカ

フェがあり、地元の人々で賑わっています。エンカルナシオン広場

の「センチュリア」などが人気です。混雑と真昼の太陽を避けるた

めにもムーア様式の宮殿「アルカサル」の観光へは朝早めに出か

けるのがおすすめです。街中で目にする建造物の多くはイスラム

文化のルーツが反映されています。有名なものではグアダルキビ

ール川沿いにそびえる、その昔市街を囲っていた塀の一部であっ

た見張り塔「黄金の塔」や、イタリアルネサンス様式とスペインの

ムーア様式を組み合わせた邸宅「ピラトの家」などが挙げられま

す。ですが、最も素晴らしいムーア様式の建造物といえばやはり

驚くべき美しさを誇るアルカサルです。目まいを起こさせるほど精

緻なタイルのモザイクとレースのように繊細なしっくい仕上げは、

イスラム様式の意匠の美しさを余すところなく示しています。夏に

訪れるなら、夕方から庭園で催される野外コンサートもおすすめ

です。魔法にかけられたような時間にひたれることでしょう。

セビリアを訪れながらフラメンコを見ないのは犯罪的とすらいえ

ます。フラメンコはムーア人、ユダヤ人、そしてロマ人の文化が融

合した芸術で、およそ200年前に起源を持ちます。ソウルフルなソ

ロの歌い手、ギター奏者、手拍子、そして床を踏み鳴らし、複雑に

手を動かすダンスからなる音楽の形式です。「カルボネリア」には

多くの観光客と地元の人たちが集まり、陽気な雰囲気の中で情

熱的なフラメンコを見ることができます。地元アーティストたちが

伝統衣装を身にまとって踊る夜10時半からの無料パフォーマン

スがあり、素朴な作りのテラスはすぐに満席になりますのでご注

意を。突発的に始まるフラメンコを楽しみたいのなら、トリアナ地

区にあるバーに足を運ぶのもいいでしょう。人気のスポットは「タ

ベルナ」です。地元の人々が飛び入りで踊り始め、バー全体がそ

れを手拍子で盛り上げます。 

The Gothic Seville 

Cathedral is the 

third-largest church 

in the world. 

The Metropol Parasol in La Encarnación square.
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 D A Y  2 :

Head back to the city center to the massive Seville 
Cathedral, a must-see ode to Gothic architecture. Filled 
with floor-to-ceiling ornate gold décor, this cathedral 
holds the tomb of Christopher Columbus and provides 
access to the Moorish bell tower, La Giralda, which offers 
views of the entire city. Or, if you’re feeling adventurous, 
and happen to be visiting Seville between April and 
October, you could score tickets to a bullfight. While 
the controversy surrounding bullfighting has grown 
in Spain—and the custom is definitely not for the faint 
of heart—it is nevertheless a part of Spanish culture 
and deserves a mention. Seville has a long tradition of 
bullfighting, and its ring, Plaza de Toros de la Maestranza, 
is one of the most beautiful in the country. Locals come 
to watch the best toreros, or bullfighters, showcase their 
skills, so be sure to book tickets well in advance. In the El 
Arenal neighborhood, behind the bullfighting ring, you 
will find Calle Gamazo, a street with some of the oldest 
bars in the city that serve classic tapas amid traditional 
décor. Tapas dominate the restaurant scene in Seville, 
and nearly every street corner has a cozy eatery serving 
these bite-sized snacks. Try La Eslava, off the Plaza de San 
Lorenzo, where award-winning tapas are served in a more 
contemporary setting. 

2日目：

2日目は街の中心に戻り、巨大なゴシック様式の「セビリア大聖堂」を訪ねてみ

ましょう。なんといっても必見の建築物です。聖堂内は床から天井までを埋め

尽くす華麗な黄金色の装飾がほどこされ、コロンブスの墓が置かれていること

でも有名です。すぐ隣にはセビリアの街が一望できるムーア時代の鐘楼「ヒラ

ルダの塔」があります。 

 ちょっと冒険をしてみたいなら、またもし4月から10月の間にセビリア

を訪れるなら、闘牛の観戦チケットを入手してみるのも一案です。スペイン国内

でも闘牛に関する論争は高まりつつあり、心臓が弱い人にはおすすめできませ

んが、闘牛は間違いなくスペイン文化の一部であり、紹介に値するものです。セ

ビリアの闘牛には長い歴史があり、「マエストランサ闘牛場」はスペインで最も

美しい闘牛場の一つといわれています。最高の闘牛士（トレロ）が繰り出す技を

観に多くの地元の人々が集まるため、チケットは早めに購入を。闘牛場の裏の

エル・アレナル地区のカジェ・ガマゾ通りはセビリアで最も古いバーが並ぶ町

で、伝統的な装飾がほどこされた店内でクラシックなタパスが楽しめます。セビ

リアのレストランの多くは一口サイズの料理、タパスが中心です。いたるところ

に居心地の良いタパスの店がありますが、おすすめはサン・ロレンツォ広場近く

にある「エスラバ」です。より現代的な雰囲気の店内で受賞歴もあるタパスを堪

能してください。  
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D A Y  3 :

Spend day three like a local, wandering the twisting 
alleys of the Macarena district, where neighborhood bars, 
corner bodegas, and cobblestone streets offer charming 
sights at every turn. Along the way, pop into quaint 
churches with unassuming exteriors that belie ornate 
interiors filled with Catholic iconography, gilded altars, 
and the floats used during Semana Santa. For lunch, join 
the locals at nearby Mercado de Feria, an open-air market 
with vendors selling fruits, vegetables, and fresh fish. 
The beautifully renovated warehouse also has a bar and 
stalls serving everything from paella to sushi to Tex-Mex 
after 1:30 p.m. daily. Pick up a drink and tapa combo for 
just under $4. An evening stroll and cordial at an outdoor 
terrace is a must when in Spain, and there is no better 
way to beat the heat than to order a tinto de verano. A 
lighter version of sangria, this unlikely mix of red table 
wine and lemon-lime soda makes for a surprisingly 
refreshing beverage. Head to La Alameda, where you will 
find back-to-back bars and a lively bohemian crowd in 
the plaza, or to Calle Betis for drinks along the river.

3日目：

旅の3日目は、入り組んだマカレナ地区の小路を地元住民のようにそぞろ歩い

てみましょう。角を曲がるたびに、地元の人々に愛されるバーや雑貨屋、石畳

の道が続く魅力的な街角が現れます。散策の途中でおもむきのある教会を見

かけたら中に入ってみましょう。控えめな外観を裏切るきらびやかな堂内に、

カトリックの図像や金色の祭壇、セマナ・サンタに使われる山車が収められて

います。ランチには近くのフェリア市場へ。フルーツや野菜、新鮮な魚が売られ

ています。倉庫を美しく改造した空間にバーや売店が並び、毎日午後1時半か

らパエリア、寿司、テックスメックス（アメリカ風のメキシコ料理）といったバラ

エティに富むメニューを提供しており、飲み物とタパスの盛り合わせが4ドル以

下で楽しめます。 

 スペインを訪ねたら、夕方の散歩と屋外テラスでの一杯は必須です。 暑

さをしのぐにはティント・デ・ベラーノが一番。サングリアの少し軽めのバージョ

ンともいえるドリンクで、赤ワインとレモンやライムのソーダで作られる、驚くほ

ど爽やかな飲みものです。ボヘミアンな人々が集う活気あるアラメダ地区やカ

ジェ・べティス地区の川べりにはたくさんのバーが並んでいます。  
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 A  B E G I N N E R S  G U I D E  T O  T A P A S  I N  S E V I L L E 

Salmorejo: You may have heard of gazpacho—a chunky 
tomato soup served cold—but the southern province of 
Andalucía is better known for its salmorejo, a thicker, 
smoother version of gazpacho topped with hard-boiled 
egg, ham, and a dash of olive oil. 

Jamón: It is impossible to overlook the ubiquitous pig 
legs hanging from ceilings or propped up on the counters 
of nearly every tapería, where the dry-cured ham is 
served in long thin slices. Try either jamón Serrano, 
which comes from white pigs, or jamón Ibérico, which 
comes from black Iberian pigs and is cured for a longer 
period of time. 

Croquetas: Made in every Spanish household and found in 
every tapería, croquetas are rounds made of any number 
of fillings—most commonly a béchamel sauce with jamón 
Serrano—that are breaded and deep-fried in olive oil. 

Gambas al ajillo: This garlic shrimp dish is a truly classic 
Spanish tapa. Order extra bread to soak up the bath of 
garlic and olive oil. 

Tortilla Española: Who would think that three simple 
ingredients—potatoes, onion, and egg—would yield such 
a satisfying result? This dense omelet can be found all 
over Spain, and is usually served cold in thick slices. 

Solomillo al whisky: This is one of the most typically 
Sevillian tapas you can order. Pork tenderloin and 
generous amounts of garlic cloves are cooked in a buttery 
cognac sauce and served on a bed of fries. 

ビギナーズガイド：セビリアのタパス入門

サルモレホ：トマトベースの冷たいスープ、ガスパチョはご存じのことでしょう。

アンダルシア南部ではガスパチョをさらに濃厚にし、口当たりもよりなめらか

なスープ、サルモレホが有名です。ゆで卵、ハム、少量のオリーブオイルをトッピ

ングします。  
 

ハモン：たいていのタぺリアには、塩漬けの豚の脚が天井から吊るされていたり

カウンターに置かれていて、薄く長くスライスして供されます。白豚から作られ

るハモン・セラーノ、またはイベリコ豚で作られ、より熟成期間の長いハモン・イ

ベリコを試してみましょう。
 

クロケタス：スペイン家庭料理の定番で、どんなタぺリアでも必ず出されるクロ

ケタス（コロッケ）。中身にはいろいろなバラエティがありますが、最も一般的な

のはベシャメルソースとハモン・セラーノです。パン粉の衣をつけて、たっぷりの

オリーブオイルで揚げます。 
 

ガンバス・アル・アヒージョ：まさしく典型的なスパニッシュタパスというべきガ

ーリックシュリンプ料理。パンをたくさん注文して、お皿に残ったニンニクとオリ

ーブオイルも平らげましょう。 
 

トルティージャ・エスパノーラ（スペイン風オムレツ）：ジャガイモ、玉ねぎ、卵。

この3つのシンプルな材料だけで、こんなにも美味しい料理になるとは驚くほ

かありません。スペイン全土で愛されている分厚いオムレツで、通常は冷やした

ものを厚めに切って出されます。  
 

ソロミージョ・アル・ウイスキー：セビリアのタパスで最も一般的なもののひと

つです。豚のテンダーロインと大量のニンニクをコニャックソースで調理し、フ

ライドポテトを敷き詰めたお皿にのせて出されます。 


