
今やスペインのシンボルとなった、バルセロナにあ

るサグラダ・ファミリア教会。旅行口コミサイト、ト

リップアドバイザーの調査「日本人に人気の海外観光

スポット2014」では、堂々の1位に選ばれました。な

ぜサグラダ・ファミリアはこんなにも人気があるので

しょう。その秘密を探ります。

バルセロナにある作品が世界遺産として登録されて

いる建築家アントニ・ガウディは、1882年に教会の

建築が始まった翌年、31歳と言う若さで 2代目建築

家として大抜擢されました。ユニークで独創的な設計

をするガウディは、図面を重視せず、模型を使って教会

を作り上げていきました。そのサグラダ・ファミリア

は「石の聖書」と言われており、現在、主任彫刻家として

携わっているのが外尾悦郎氏。日本人が活躍している

ということで誇らしく、また親しみを感じます。

ガウディ死後 100 年にあたる 2026 年の完成に

向けて急ピッチで建設が進むサグラダ・ファミリアは、

いつ行っても違う姿を見せてくれます。それこそが人

気の最大の理由。リピーターが後を絶たないのも納得

です。完成形を見るのも待ち遠しいですが、未完成の今

だからこその楽しみ方もあるのです。

サグラダ・ファミリアを訪れる際は、ネットでチケッ

ト予約をし、内部まで見ることをおすすめします。11

月1日現在、入場料だけで14.80ユーロ（約2070

円）ですが、樹木のような柱や美しいステンドグラスは

見る価値あり！ステンドグラスを通って色づいた陽の

光が、時間によって教会内を移ろう情景もアートです。

日本・スペイン交流400周年記念を締めくくるイ

ベントとして、今夏に東京、今秋に金沢で開催された

「特別展ガウディ×井上雄彦　‒シンクロする想像の

源泉」は今後、長崎、

神戸、仙台でもご覧い

ただけます。ガウディ

の有名な逆さ吊り実験

模型や、ガウディ直筆

の貴重なデザイン画が

多数ございますのでお

見逃しなく。

サグラダ・ファミリアのある風景
バルセロナ

コーディネート
- 2014.winter -

Due e Due
ドゥエドゥエ

バルセロナは、ピカソやダリ、ミロを輩
出したアート溢れるおしゃれな街。また
海と山に囲まれ、グルメの街としても有
名です。世界中から注目を集めるバルセ
ロナには、魅力的なモノ・コトがたくさ
んあるのに、まだ日本では広く知られて
いない、またいいモノ・コトだと知られ
ているのに、バルセロナのものだと認知
されていないのが残念でなりません。そ
こでこの度バルセロナをテーマにしたフ
リーペーパーを発行することにいたしま
した。このフリーペーパーによって、バ
ルセロナの魅力を、より多くの方に知っ
ていただけたら嬉しいです。

バルセロナを愛するたくさんの方々にご協力いただき、
やっと完成まで辿り着きました。この場をお借りしてお
礼申し上げます。本当にありがとうございました。
これを機に 1 号でも長く続くフリーペーパーに育ててい
けたらと思っております。皆様どうぞよろしくお願いい
たします！

（左から）編集 井上礼、坂田澄子、デザイン 大鳥ひろみ

本紙 bcn の c は、コピーライトの ©を左
右逆にしたコピーレフトのシンボル。コ
ピーレフトの持つ「ソフトウェアを共有し
て発展させるという意図に反しないなら
ば、いつでもだれに対しても利用を許可す
る」（Wikipedia より）という意味の「ソ
フトウェア」を「バルセロナの魅力」に置
き換え、本紙のスタンスを表しました。

あなたのお店に
bcnを置いてください！
ご興味のある方は、

ぜひご連絡くださいませ。

【編集後記】

日本で手に入るアイテムでコーディネート
して、あなたもバルセロナっこに大変身！
今年の秋冬ファッションは、ニットが大流
行。バルセロナ発のハッピー系ブランド
『smash!（スマッシュ）』のニットは、大きめの
鮮やかな柄でインパクト大。ベーシックなパン
ツやデニムと合わせても、これ一枚で華やかス
タイルに。
こ の ニ ッ ト に 合 わ せ る な ら、『Elisa 
Brunells（エリサ・ブルネルス）』のリング。バ
ルセロナのアトリエでひとつひとつ手づくり
された存在感あるシルバーアクセサリは、女性
らしい装飾が魅力。
バルセロナの人気文具店『PEPA PAPER 

（ペパ・パペー）』のキレイな色の鍵付き日記帳
を小脇に抱えれば完成です☆

外に行ったことのない人から
「バルセロナの何が好き？」

と聞かれ、いっぱいありすぎて迷っ
た末に出てきたのが「人」だった。
ラテン系とはいえ、ちょっとシャイ
なバルセロナっこ。でも一度仲良く
なると、情に厚く、面倒見の良い人

スペインを中心に買付けた服、アクセサリーを扱う
ヨーロッパ直結ショップ。コンセプトは「着るアー
ト」。カラフルなプリントやデザイン、素材にこだ
わり１点１点セレクト。表参道より常に新しい
ファッションを発信中！

bcn創刊号を記念して、豪華プレゼントをご用意いたしました！ご希望の方
は、①お名前 ②年齢 ③性別 ④職業 ⑤ご希望のプレゼント番号 ⑥bcnの感想を
ご記入の上、下記メールアドレスにお送りください。

※当選された方にはこちらからご連絡いたします。なお、ご応募いただきました読者の個人情報は、適切に管理いたします。

タイプの異なる編集担当3人が交替
でお送りするエッセイ。初回はバル
セロナオタクの坂田から。

創刊号

001 - 2014.winter -
001 - 2014.winter -

Moda コーディネート

Assaig エッセイ

Regal プレゼント

Elisa Brunells シルバーリン
グ ￥32,400（ミコロール）
モチーフ部分の直径が 2.2cm
の存在感。ゴールドのお花とワ
ンポイントの金魚で上品に。

Smash セーター ￥ 8,500
（ドゥエドゥエ）カラフルな幾
何学フラワーをプリントしたオ
フタートルセーター。柔らかな
着心地でデニムにもマッチ。

Pepa Paper 鍵付き日記帳
￥ 3,240（アンテナ カタルー
ニャ）人気 No.1 大人のための
日記帳。性別年齢問わず使える
ためギフトにも。

アンテナ カタルーニャ
坂田 澄子

http://www.w-r-dueedue.co.jp/
03-5467-2002

Antena Catalunya
アンテナ カタルーニャ

バルセロナを州都とするカタルーニャ州のメーカー
から集めた、カラフルで知性を感じさせる文房具・
雑貨やアートを販売するネットショップ。毎日更新
される、建築・料理・ニュースなど、カタルーニャ
をテーマにしたブログも人気！

http://botiga.catalunya.jp/

mi color
ミコロール

アートの街スペイン・バルセロナ発のファッション
雑貨・アクセサリーを販売するネットショップ。働
く自分、妻・母としての自分、そして周りに流され
ない個性を持ちたい自分。色々な角度から女性の心
に響くステキな商品を集めています。

http://mi-color.jp/

■ ロゴに込めた想い

■ 創刊によせて

©gaudinoue 2014-15

カカオサンパカ
カフェチケット
５組10名様

Smash
デザイントップ

1名様

Elisa Brunells
ピアス
1名様

PEPA PAPER
鍵付き日記帳
3名様

bcn@catalunya.jpプレゼントのご応募、bcnへのお問い合わせは
右記メールアドレス宛てにお願いいたします。

31 2 4

『ガウディ伝』
田澤耕 サイン入り

1名様

5

が多い。バルセロナ好きは口を揃え
てそう語る。そして、そんなバルセ
ロナ好きもやっぱりとっても温かい。
13 年前、留学生として初めてバル
セロナに渡った私。魂のこもった芸
術作品、繊細さの中に情熱を感じる
料理、独創的なファッション…世界

レベルのモノが集まるバルセロナで、
すべてがキラキラして見えた。今な
らわかる、その輝きの正体は愛
amor。つくった人の愛が溢れている
から。
バルセロナで伝播している愛を、日
本でも感じてほしい。

海

【締切】2015年１月末



バルセロナの
ショコラテリア
カカオサンパカ南青山

本の街・バルセロナ

カカオサンパカ南青山

デシグアルストア原宿

表参道から１本入った裏道は今、スペイン

探しが楽しい場所。 緑に囲まれた癒し空間に

バルセロナのショコラテリア、カカオサンパ

カ南青山があります。

スペイン王室御用達のチョコレートはカカ

オ豆の選別から全ての工程が管理され、その

美しさは芸術作品のよう。

店内のカフェスペースは開放感ある明るい

雰囲気。カフェタイムをゆったりと楽しめる

のはもちろん、ディナーではパエリアなど本

格的スペイン料理も堪能できます。

注目はチョコレートを料理に使ったサンパ

カならではの独創的なメニュー。洗練された

新しいチョコレートの世界が広がります。チョ

コレートと赤ワインで煮込んだ牛ホホ肉の煮

込みは特にお勧め。青山巡りに立寄りたいお

店です。

バルセロナを州都とするカタルーニャ言語・文

化の第一人者で、「カタルーニャ語辞典」や「ガウ

ディ伝」などの著者、田澤耕氏に「バルセロナと

本」についてお聞きしました。

― バルセロナは本の街と言われていますね。

― はい。昔から出版や印刷業の中心地ですし、4

月23日の「サン・ジョルディの日」に本を贈る

習慣があるのを見てもバルセロナの人が本に高

い関心があることがわかります。

― 何か本や本屋さんにまつわる思い出はありま

すか？

― そうですね、以前、住んでいたバルセロナのア

バルセロナを象徴するファッションブランド、Desigual。斬新なデ

ザイン、賑やかなディテール、そして色と色のシナジーが他にはない

世界観を造り出しています。驚きに満ちたコレクションは、着るだけ

でワクワクし、自然と笑顔がこぼれます。鮮やかなプリントやグラフ

ィカルデザイン。ファッションは毎日を楽しく彩るツールです。全国

直営店ほかセレクトショップ（Due e Due でも取扱い）でチェック。

「baby bites」オーナーSofía
お気に入りスポット！

- Desigual（デシグアル）-
バルセロナの露店

赤ちゃん用ふとん“saco” サコのメーカー「baby bites」のオーナー、

Sofía のおすすめは、トルティーリャ（スパニッシュ・オムレツ）専門店、

『Flash Flash（フラッシュ・フラッシュ）』。メニューには 50 種類以

上のトルティーリャが並び、そのどれもがとにかく美味しいとのこと。

1969 年のレストラン創業当時から変わらない、スタイリッシュで

モダンなインテリアも人気の理由。店名の「フラッシュ・フラッシュ」

とリンクした、カメラを持ったモノクロの女の子が目印です。

バルセロナは露店が盛ん！街中で見かけます
が、ここサリアー地区では、地元のお店による
お菓子やアクセサリーなどの販売、さらには普
段手に入らないバルセロナ郊外の手作りチー
ズや腸詰めなどの食材も販売されています。
「これはいくら？」「産地はどこ？」ちょっとし
た会話を楽しみつつ、バルセロナの地元感を味
わえる空間。ここでしか買えないバルセロナみ
やげ探しをしてみては？

「日本で会えるスペイン」で全国のスペイ
ン語学習者をつなぐサイト ESBLEND。
運営元の静岡にあるスペイン語教室
「Prologo プロロゴ」は、語学学校らしく
コミュニケーションをテーマに、リアルに
つながる魅力的なイベントも開催してい
ます。

東京都港区南青山5-5-24　TEL.03-5766-0018

■ 田澤 耕
1953 年生まれ。一橋大学社会
学部卒、バルセロナ大学大学院に
てカタルーニャ語文学・言語学の
博士号取得。現在、法政大学国際
文化学部教授。

東京都渋谷区神宮前6-10-8
Winbell プラザ原宿
TEL.03-5467-2680

ペースト状になったら残りの牛乳を注ぎ５分ほど混
ぜる。とろみが出て滑らかになったら出来上がり！

bcn 記事の取材、bcnを設置していただける
ショップ様大募集！下記メールまで。

bcn 次号は、2015年３月発行予定です！

ESBLEND http://esblend.com/

http://www.casaanitallibres.com/index.php

▲ 講師のホルヘさん

●レポーター：脇奈々海
現在バルセロナに留学中。
日々お散歩しながらバル
セロナ探索しています！

バルセロナのお隣、ジロナ県産手作りチーズ。
ハーブ風味のヤギチーズを試食→購入。
とてもまろやかで美味しかったです !!

食べ歩きをしながら、友人やお店の人
とのおしゃべりを楽しみながら、様々
な店舗を見て回っています。

Menja グルメ Llibre ブック

Amistat bcn の仲間Notícia 最新情報！
Recomanació 現地からおすすめMarca ブランド

パートのそばにあった Llibreria ONA という店

はとても印象に残っています。バルセロナでも珍

しいカタルーニャ語の本だけを売る書店でした。

僕が初めてカタルーニャ語の本を買ったのもこの

店です。Conxita という名物おばさんがいてね。

まだあまりカタルーニャ語がうまくなかった僕に

実に親切に接してくれ、いろいろなことを教えて

くれました。その後、近くに住むようになると、小

１と幼稚園の息子たちを連れてよく遊びに行きま

した。中二階が子どもの本のコーナーでね。

僕がカタルーニャ語で初めて出した Catalunya i 

un japonès がプチ・ベスト・セラーになったと

きはとっても喜んでくれました。「サン・ジョルデ

ィの日」には、この店でサイン会をしました。

Maria Barbal や Carme Riera と一緒でした。

ONA がフランコ政権下で、カタルーニャ語を守

るための重要な拠点だったということを知ったの

はだいぶ後になってからのことでした。当局の圧

力があったり、心無い人々の嫌がらせがずいぶん

bcn@catalunya.jp

表参道の「スペイン輸入セレクトショップ 
アイレ」には、太陽のようなオーラを持つ
オーナー小成富貴子さんがスペイン各地
からセレクトした、大胆でスペインらしい
デザインのアクセサリなどが並びます。
12 月には南青山 Due e Due でクリス
マスコラボ開催！

AIRE http://aire-minerva.com/

▲ スペインの雰囲気が漂うショップ

あったようです。そんな厳しい状況にもめげずに

カタルーニャ語の本を売り続けたのが、あの優し

いConxita おばさんだったんです。

― ONAは今でも健在なんですか？最近、次々と

バルセロナの歴史的な店が閉まっていますが・・・

― ONA も 2010 年に閉店してしまいました。

経済的に行き詰ったわけですが、カタルーニャ語

のためにこれほど尽くした書店に、カタルーニャ

自治政府が何の支援もしなかった。書店の経営者

や常連たちはやりきれない気持ちだったそうで

す。当然ですよね。元の ONA は Gran Via にあり

ました。最近、閉店当時の店主 Montse が Gran 

de Gràcia に小規模ながら ONA を再興したそ

うです。こんど行ってみなければ。引退した

Conxita は娘さんの Oblit が経営する子どもの

本専門店 Casa Anita でときどき店番をしてい

ます。のぞいてみたら会えるかも。とっても素敵

なお店ですよ。

サンパカの「エルナン・コルテス」
フレークを使うと風味豊かに♪

小鍋に半量の牛乳を沸騰しないように中火で温める。

チョコレートを入れ、かき混ぜながら溶かす。

材料（マグカップ１杯分）

チョコレートドリンク

recipe

●チョコレート（フレーク状）
約50～55g ●牛乳200ml

1

2

3

カンタン

http://www.cacaosampaka.jp/

Desigual.com

Diccionari
辞書

Flash Flash
フラッシュ・フラッシュ

Flash Flash
フラッシュ・フラッシュ

La Granada de Penedès, 25 　最寄 : Gràcia 駅 (FGC)

『ガウディ伝』
アントニ・ガウディが活躍した
19 世紀のバルセロナについて
書かれたこの本。読めばガウディ
作品をもっと楽しめます。

http://www.flashflashtortilleria.com/

desigualとは「同じではな
い」という意味のスペイン語。
違いがあるからこそ面白い。型
にはまらない自由な発想が
Desigualのファッションにも
表現されています。

「baby bites」
赤ちゃん用ふとん「saco」が大人気。
ミコロールで取り扱い中！


