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フランスを本拠とするシトー修道会に領地として与えら

立自動車博物館」のはずである。なぜそこにナポリ景観
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画があるのか。しかも、
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教会を中心に修道会関連施設が建てられていた。

語の名前を持つ場所が英国にあるらしい。その後、
ナショ
ナル・モーター・ミュージアムのホームページを調べて
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ボーリュー ･ パレスハウス外観（筆者撮影）
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ボーリュー ･ パレスハウス家族用食堂（筆者撮影）
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