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エスパニョレ・インターナショナルハウス・バレンシアへ、そして地中海ラ

イフスタイルへようこそ。

バレンシアに来て実際にバレンシア生活を経験し、街の中心でスペイン

語を学びましょう。スペインの文化を発見し、太陽を浴び、エンドレスな

ビーチとスペイン料理を楽しみましょう。

このパンフレットにはコースと宿泊施設の幅広いオプションが載ってい

ます。よく読んで学生たちがどれだけエスパニョレでスペイン語留学を

楽しんでいるか想像してみてください。

私たちの学校では皆様の目的である「スペイン語で効率よく会話をす

ること」へたどり着く手助けをするための完成されたプログラムを提供

しています。

私たちは皆様の滞在のあらゆることをアシストします。学校は街の中心

地に位置したモダンな校舎で、プロフェッショナルで経験のある先生に

よる幅広いコースを提供しています。宿泊のアレンジをしたり、スペイン

での経験を満喫できるように毎週行われる文化アクティビティに参加す

るよう応援します。

到着した日から出発の日まで、私たちは皆様の滞在を最大限に楽しめ

るよう、私たちはベストを尽くします!

来て一緒に#lavidaespanoleを楽しみましょう!
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360°スペイン語
私たちのプログラムでは、授業後

に学生がリラックスしてスペイン語

を話し、スペイン流に暮らす本当の

意味を見つけることができるよう、

多様なアクティビティを用意してい

ます。このプログラムはよく考えら

れた授業とアクティビティの両方で

学生を360度スペイン語に囲まれ

た楽しい環境へと導きます。

品質保証
 

私たちは60年以上もの間、言語教

育の品質を改善してきている経験

を持つ、International House World 

Organization (Ih)のメンバーである

ことを誇りに思っています。スペイン

語教育において最高品質な組織

だけが代表になることが出来るイ

ンスティテュート・セルバンテス、そし

てIALC (International Association 

of Language Centres)の認可も受

けています。

統合された 
学習経験

なぜ
Españolé
なのか

バランスのとれた 
プログラム
学生たちはスペインの言語と文化に

どっぷりと浸り、人々が現実社会で

どう言語を使い、道でどのように会

話し、どのように交友するのかを学

びます。

国際的で

フレンドリーな

雰囲気
学生たちはスペイン語を学び、理解

を深めるという目的を持って多くの

国からやってきます。学校ではあな

たの言語スキルを使い、友達を作

るのに最適な国際的でフレンドリー

な雰囲気を見つけることができるで

しょう。
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学校は2,000m2以上

の広い歴史的なパ

レスの中にあります。

楽しく学ぶことができ

る、リラックスした環境

です。 

エスパニョレはバレンシア旧市街の中

心にある歴史的な「フェルナンデス・デ・

コルドバパレス」の中にあります。153年

の歴史を持つ財産を、私たちの考える

モダニズム歴史を称える21世紀の語学

学校に注意深く見事にリノベーションし

ました。

学校は11世紀のアラブ時代の壁が立つ

場所にあり、建物の中には依然として大

部分が残っており、学校の中を通って教

室の中に入っていくと歴史とミステリー

の雰囲気を醸し出しています。

学校
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BBQ  

Wifi

豊かな歴史に 
包まれた 
モダンな学校 

歴史が豊富な素晴らしい場所での学習だ

けでなく、休憩時間に学生カフェでくつろいだ

り、2つあるパティオでリラックスしたり、サン

ラウンジャー、フルーツの木、シャワーのある

ルーフガーデンで日光浴を楽しむこともでき

ます。

また、校内にあるキッチンやバーベキュー施

設を利用して開催されるアクティビティでスペ

イン料理を学ぶことも出来ます。

中心地

歴史的建物

2100m2

学生エリア

パティオ

テラス

カフェテリア

キッチン

サンラウンジャー

設備の整った 
28教室
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旅は 
一千年前から
始まって

います...

バレンシア

テラスで賑わう狭い通り、路地や広場など、 

エル・カルメンはバレンシアで最も有名で 

魅力的な地区となっています。

ラ・ロンハ

クアルトの塔

中央市場

MUVIM美術館

闘牛場

カテドラル

セラーノスの塔

自治政府庁舎

Patriarca  美術館
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エスパニョレはエル・カルメン地

区を通るメインストリートにありま

す。Caballeros通りは日中はアクティビ

ティの温床で日没後はバレンシアの

ナイトライフのメインストリートへと変

わります。 

学校は歴史と文化に囲まれていて聖

杯が置いてあるバレンシアの象徴で

あるサンタマリア大聖堂のあるビルヘ

ン広場などのような有名な名所まです

ぐ近くです。

多くのレストラン、素敵なお店、眩しい

ストリートアート、見事な美術館、多くの

人々のおかげでエル・カルメンは何か

新しいもの、エキサイティングなものを

地元の人と同じように観光客にも毎日

提供しています。

ローマ人によって紀元前138年に作られたバレン

シアはスペインでも最も古い街の1つで街に足跡

を残した多くの文明が残っています。バレンシア

の街の歴史は3つの壁の物語に代表されます。

それはローマ、イスラム、クリスチャンです。

イスラム時代（8世紀から13世紀）、街は繁栄と豊

かさを楽しみました。紀元後1020年、住民を守る

ための最先端のデザインと精度の市壁が構築さ

れ、この市壁に文字通りその壁の上に学校が位

置しています。イスラム時代の壁は7つの扉があ

り、最も西側にあったBab Al-Hanax（ヘビの扉）

は、高さ14メートルの塔と共に学校内にまだ存在

し、教室の中を通り、建物を見渡しています。

クリスチャンに返還された後、ムーア人は

Bab al-Hanaxの入り口の外側のラ・モレリ

アと呼ばれる地域にだけ住むことを許可さ

れました。今そこは旧市街となっています。

市街地は13世紀半ばに港が旧市街と海岸

の間の地域の発展を助け始めるまで城壁

内にありました。

私たちが今日知っている活気に満ちた多文

化のバレンシアは、旧市街に根ざしていて、

あなたもその歴史を刻んでいます。多くの人

が歴史を歩み、バレンシアの全ての街を歩

き回って楽しんでいます。1000年以上の歴

史があなたを歓迎します。

バレンシアの 
旧市街で 
エル・カルメンを 
見つけましょう
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インターナショナル 
ハウス
インターナショナルハウス世界機構は

(IHWO)60年以上もの間、言語教育の品質

を改善してきている経験があります。 

インターナショナルハウスは世界中52カ国

に159校を超える学校があり、20以上もの

言語を教えています。 

各学校は独立していて所有、管理されて

いますが、IHWOに所属しています。学校

はIHWOネットワークの一部となり、厳しい

品質管理システムを遵守することに同意

します。

ISO 14064
私たちはISO 14064に基き、環境を守る 
「グリーンスクール」として認定されていま
す。紙と無駄なエネルギーと資源の消費
を減らすために、事業のあらゆる側面に
環境マネージメントを導入しました。

私たちはCO2排出量に気を付け、温室効
果ガス排出量の削減にどのように役立つ
かを認識しています。革新的で質の高い
サービスを提供しながら、現在そして将来
の世代のための資源を節約し、強化して
います。

 

IALC
IALCは35年近くの間、自国の言語を教え

る独立した語学学校を認定している国際

的な非営利団体です。優れた教育レベル

とサービスだけでなく、IALCの語学学校

はそれぞれの特徴を持ち、地域社会との

真のつながりを持っています。 
 
 

インスティトゥート・ 
セルバンテス
政府機関であるインスティトゥート・セルバ

ンテスは、スペイン語と文化の研究と教育

を推進する世界最大の組織です。認定さ

れたセンターであるということは、品質基

準を遵守することを意味します。これは、ス

ペイン語教育、および提供される補足的

なサービスや活動の質を保証します。

 

Bildungsurlaub
ドイツのBildungsurlaubは、ドイツの会社

員が年間5日間の教育休暇（有給休暇）を

取ることができる認定プログラムです。当

校は提携校としていくつかの州で認めら

れています。 

CSN
当校はスウェーデンの学生のCSN教育資

金援助の利用対象としてスウェーデンの

教育省より認定を受けています。

認定と 
品質マーク
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アカデミック
な優秀さ

経験豊富な 
言語教育
教師は全員、他言語を話す生徒に

スペイン語を教えることに高い能

力と経験があります。

わくわくする授業
コミュニケーション重視でモチベー 

ション豊かな、活発で楽しい授業

で、リアルなスペイン語を教えま

す。

長年の経験
私たちは、長年にわたりスペイン語

を外国語として教えてきた経験か

ら、バリアを克服し、生徒の目標を

達成する方法を知るための豊富な

知識ベースを構築しました。

一人一人に 
合ったコース
バリエーション豊かなスペイン語コース: 

一般スペイン語、ビジネススペイン語、 

DELE試験対策、ティーンエージャー

のためのサマーキャンプ、その他 

特別コースなどがあります。

実践的な語学学習
私たちの教育は、トラディショナルな

文法アプローチと、近代的なコミュ

ニカティブアプローチを統合したも

のです。

大切なのは、日常繰り返すようなシチュ 

エーションの中でコミュニカティブな

内容で文法を練習することです。

なぜ
Españolé
なのか
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スペイン語クラス
全ての授業はスペイン語で行われます。通常

学生は6～10人で、1レッスン50分間です。少人

数のグループであるため、教師はより学生そ

れぞれの基礎に沿い、一人一人に合わせた授

業を行うことが可能です。

授業はタスクに基づき、学生のニーズやスタイ

ルに沿って計画されます。授業では教科書と

一緒に、新聞や雑誌記事、視聴覚資料など

の副教材を使います。使用する教科書は、イ

ンターナショナルハウスの教師たちによって

改良され、言語の全ての領域がカバーされて

います。

登録料には最初の教科書と副教材が含まれ

ています。レベルを変更するときは新しい教

科書を買う必要があります。

スペイン語 
コース

文化的アプローチ
プログラムは、学生たちがスペインの文

化に親しめるようにも考えられていま

す。学生たちがスペインのライフスタイ

ルにどっぷり浸かって生活できるよう、

バレンシア観光や他の都市への訪問

などのアクティビティも催されます。

コースの目的は、あなた
がスペイン語で自分自身
を自由に表現することが
できるように手伝うこと
です。

教師
スペイン語教育を愛すダイナミックな教師チ

ームがいます。全員が大学卒で外国人学生

にスペイン語を教える教師としての豊かな経

験もあります。常に授業を楽しく興味深いもの

となるように努め、最新の教材とメソッドを用

います。

教師の継続的なトレーニングと教育を行うこ

とも、インターナショナルハウスの学校の特徴

です。言語教育の世界は絶え間なく発展し、

教師たちはいつでもアップデートされた状態

で、新しいテクニックと教材を、相応しいタイミ

ングで授業に組み込むよう用意しています。

授業でスペイン語を教えること以外にも学校

生活全般をサポートするので、スペイン語留

学が楽しくて悩みのない経験になるでしょう。

Españolé 事実と統計

3,400
昨年当校で学んだ学生
の数

 
99%
友人に紹介する 

 
74
異なる国籍 

16-80 
学生の幅広い年齢層
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学生
それぞれ異なった目的や理由で、世界中の学生が集まっています。大学

生、仕事でスペイン語が必要な社会人、趣味で学習している人、スペイ

ン語検定試験DELE準備のための学生もいます。

総じて18歳から60歳ですが、他の年齢層もいます。このような幅広い年

齢と国籍のミックスにより、国際的で興味深い雰囲気になっています。

コースは、ヨーロッパ言語共通参照枠

(Common European Framework of Reference 

for Languages)のガイドラインに沿った、イン

スティトゥート・セルバンテスのプログラムに

基いて入門から最上級までの6レベルに分

かれています。どのレベルであろうとも、あな

たに合った最適なクラスを見つけます。

A1 - 入門 

即時に必要な、生活でよく使われる表現を理解し、対

応することができる。 

A2 - 初級

現在、過去、未来について理解し、対応することがで

きる。個人情報や日常生活などをコミュニケーションを

とることを含め、スペイン語圏を旅行し対応することが

できる。 

B1 - 中級

ネイティブと気軽に会話することができる。既知の内容

に関してディスカッションしたり視点を表現することがで

きる。将来の計画、願望、意志などを説明し理由を示す

のと同じように過去の経験を表現することができる。 

B2 - 中上級

一般的なトピックに関して会話と文章で明瞭に意見を

述べることができる。複雑な構造に慣れていて使うこと

ができ、言語表現を含め流暢かつ広範囲の語彙を持

っている。 

C1 - 上級

レクチャー、ディスカッション、ディベートをほぼ理解す

ることができる。よく構造された議論を補助的な確証と

説明で会話と文章で発展させることができる。学生は

一般的な言語能力と語彙力を広げ、社会的、学習的、

専門的分野において効果的に言語を運用することが

できる。 

C2 - 最上級

高レベルな口語、文章のレベルがある。複雑さ、内容へ

の認知度に関わらず、簡単にディスカッションに参加し

たり、よく構造された文章を書くことができる。複雑な内

容に関して サブテーマを統合し、特定のポイントを発展

させながら明瞭なプレゼンができる。

レベル

学生の年齢

16 - 19  / 20%
20 - 24 / 30%
25 - 29 / 17%
30 - 34 / 11%
35 - 39 / 7%
40 - 49 / 5%
50歳以上 / 8%

学生の国籍

ドイツ 13%
イタリア 12%
スイス 12%
イギリス 11%
オランダ 10%
韓国 8%
ロシア 7%
その他* 6%
中国 5%

日本 4%
アメリカ 3%
ベルギー 2%
フランス 2%
チェコ 1%
スウェーデン 1%
オーストリア 1%
アイルランド 1%
ブラジル 1%  

授
業

時
間

数
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発音とスピーキング

スペイン生活文化 文法スキル一般スペイン語コースは言語学習

スキルの基本であるリーディング、

ライティング、リスニング、スピーキン

グに集中します。レッスンは全てス

ペイン語で行われます。毎日の生活

の中で生まれる状況で文法を練習

し、コミュニケーションを重視したメ

ソッドとなっています。レッスンは生

徒のニーズや異なる学習スタイルに

よる課題や計画に基いています。

全コースはアクティビティが含まれ

ているので、友達を作ったりスペイ

ン生活やバレンシアの生活に精通

することが出来ます。

一般スペイン語 スペイン語選択プラス

インテンシブ
スペイン語
コース

開講日
毎週月曜日 (初心者を除く)

日程料金表の開講日をご確認ください。

レベル

入門から最上級まで (A1 - C2)

ビジネススペイン語

開講日
日程料金表の開講日をご確認ください。

レベル

中級から最上級まで (B1 - C2)

このコースを受講し発音を極めましょ
う。会話のアクティビティを通してスペイ
ン語がどのように聞こえるのか聞いて
練習します。スペイン語の正しい発音
を学ぶことにより会話力が上達します。

このコースは、スペイン語圏でのビジネ
スに関心のある学生や社会人のため
にあります。ビジネスで使用される特有
の言語構造や語彙を勉強します。

1クラスの学
生数: 
最大10人*2, 
平均6人 

時間割:
午前または 
午後

レベル:
入門から最上
級まで  
(A1 - C2)*1

コース期間:
1週間から 
48週間

授業数:
週20, 25, 
30

1レッスンの
時間: 
50分

選択クラスやプライベートレッスンなど興味の

ある分野のレッスンを一般スペイン語のレッス

ンに追加し、週の時間数を自分で選びデザイ

ンすることができます。

開講日
毎週月曜日 (初心者を除く)

日程料金表の開講日をご確認ください。

レベル

入門から最上級まで (A1 - C2)

スペイン語の文法を深く掘り下げま
す。ライティングと文法スキルの上達
に焦点を当てています。集中練習によ
り、構造化され実践的なプログラムに
よりスペイン語の基本を学びます。

開講日
毎週月曜日 (初心者を除く)

日程料金表の開講日をご確認ください。

レベル

入門から最上級まで (A1 - C2)

アート、文学、歴史などスペインの文
化に関する知識を増やし、スペインや
スペイン語圏での人々の考え方や生
活様式を理解します。

*2 レベルの変更による特別な場合にのみ、 
　短期間11人になる可能性があります。

*1 ビジネススペイン語はB1から
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自分に合った
コースを 
デザインして
ください

一般スペイン語
週20レッスン

スペイン生活文化
週5レッスン

文法スキル
週5レッスン

発音とスピーキング
週5レッスン

ビジネススペイン語
週5レッスン

スペイン語選択プラス

スペイン語レジャー選択

セーリング 
週6レッスン

スペイン料理教室 
週6レッスン

スペイン語選択ク
ラスやプライベー
トレッスンと一般イ
ンテンシブスペイ
ン語コースを組み
合わせられます

スペイン語レジャー選択

インテンシブ 20

インテンシブ 25

インテンシブ 30

インテンシブ プラス

スーパー インテンシブ

一般スペイン語20レッスン

一般スペイン語20レッスン + 1科目 スペイン語選択プラス

一般スペイン語20レッスン + 2科目 スペイン語選択プラス

一般スペイン語20レッスン + 5 プライベートレッスン

一般スペイン語20レッスン + 1科目 スペイン語選択プラス 

   + 5 プライベートレッスン

セーリング スペイン料理教室

開講日
日程料金表の開講日をご確認ください。

1週間の授業時間数
6 料理レッスン

コース期間
スペイン語: 1週間から48週間 
料理教室: 1週間から4週間

1クラスの学生数
最大5人

時間割
スペイン語: 
選択したコースの時間をご確認ください。 
料理教室: 週2日 10:00-13:00 または 
15:30-18:30

ガストロノミーはスペイン文化の重要な
部分です。料理教室でパエリアやタパ
ス、その他のスペイン料理の作り方を学
びましょう。

開講日
スペイン語: 選択したコースの開講日を
確認ください。 
セーリング: 6月1日から9月7日までの毎
週月曜日

1週間の授業時間数
6 セーリングレッスン

コース期間
スペイン語: 1週間から48週間 
セーリング: 1週間から4週間

レベル
基礎から最上級まで（セーリングの知識）

1クラスの学生数
スペイン語: 最大10人、平均6人 
セーリング: 最大5人のミニグループ

時間割
スペイン語: 
選択したコースの時間をご確認ください。 
セーリング: 週2日 10:00-13:00 または 
15:30-18:30
(天候により変更の場合があります) 

2007年アメリカズカップの開催地となっ
たバレンシアはセーリングを楽しむのに
最高の場所です。地中海に乗り出し、セイ
リングを学びましょう。
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1週間の授業時間数
一般スペイン語 20レッスン + プライベート 5レッスン

時間割
午前または午後 9:10-13:00 または 14:10-18:00 
プライベートレッスン 合意の時間 (変更することがあります)  

このコースはインテンシブ20とプライベートレッスンのコン
ビネーションです。毎日4時間のグループレッスンと1時間
のプライベートレッスンの、1日5時間です。プライベートレ
ッスンはそれぞれの生徒のニーズに合わせることが可能
で、興味のある分野に特化集中することができます。

インテンシブプラス

1週間の授業時間数

一般スペイン語 20レッスン + 選択プラス 5レッスン + 
プライベート 5レッスン

時間割 / 午前または午後

午前:  選択プラス 08:00-09:05 (火-金) 

 または 13:10 - 14:00 (月-金)

 + 一般スペイン語 09:10 -13:00

午後:  一般スペイン語 14:10 -18:00 
 + 選択プラス 13:10- 14:00   
 または 18:10 - 19:00 (月-金)

プライベートレッスン 合意の時間 (変更することがあります) 

一般スペイン語 20レッスン + 1科目 選択プラス + 5 プライベートレッスン

スーパーインテンシブ

スペイン語コースのタイプ

プライベートレッスン

開講日
毎週月曜日

1週間の授業時間数
1レッスン〜

コース期間
1週間から48週間

レベル
入門から最上級まで (A1 - C2)

1クラスの学生数

1人 (2〜3人のオプションもあります)

時間割
合意の時間

プライベートレッスンはどんなレベルでも受講可能です。 
それぞれの生徒のニーズに応えプログラムが作られます。 
オンラインレッスンのオプションもあります。

One to One

インテンシブ 20

1週間の授業時間数 
一般スペイン語 20レッスン

時間割
午前または午後 9:10-13:00 または 14:10-18:00 

(変更することがあります) 

1週間の授業時間数 
一般スペイン語 20レッスン + 選択プラス 5レッスン

時間割 / 午前または午後

午前:  選択プラス 08:00-09:05 (火-金)   
 または 13:10 - 14:00 (月-金) 
 + 一般スペイン語 09:10 -13:00

午後:  一般スペイン語 14:10 -18:00 
 + 選択プラス 13:10- 14:00   
 または 18:10 - 19:00 (月-金)
(変更することがあります)  

一般スペイン語 20レッスン + 1科目 選択プラス

インテンシブ 25

1週間の授業時間数 
一般スペイン語 20レッスン + 選択プラス 10レッスン

時間割 / 午前

午前: 選択プラス 08:00-09:05 (火-金)  
 + 一般スペイン語 09:10 -13:00 
 + 選択プラス 13:10-14:00

(変更することがあります) 

このコースは、インテンシブ20+2科目の選択プラスの組み
合わせです。1日6レッスンあります。

インテンシブ 30

一般スペイン語 20レッスン

１クラスの生
徒数: 
最大10人 *1,  
平均6人

レベル: 
入門から最上
級まで 
(A1 - C2) *2

コース期間: 
1週間から 
48週間

1レッスンの
時間: 
50分

*1 レベルの変更による特別な場合にのみ短期間11人になる可能性があります。
*2 ビジネススペイン語はB1から
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このコースは、セルバンテス文化センターが運営している国
際的に知名度の高い検定試験DELEの準備をしたい学生の
ために特別に用意されています。 

試験に合格すればその受験したレベルのスペイン語学力
を習得したという公的な証明が与えられます。試験は4月、5
月、7月、10月、11月に行われます。当校はDELEの公式試験
会場であるので学生は当校で受験することができます。 

DELEにはヨーロッパ言語共通参照枠Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) に準じた
A1-A2-B1-B2-C1-C2まで6つのレベルがあります。

Dele

開講日
日程料金表の開始日をご確認ください。

1週間の授業時間数
DELE試験対策 20レッスン 

コース期間
1週間から4週間

レベル
入門から上級まで (A1 - C1)

1クラスの学生数
最大10人、平均6人

時間割
午前または午後 9:10-13:00 または 14:10-18:00  
(変更することがあります) 

試験対策

開講日
日程料金表の開始日をご確認ください。

1週間の授業時間数

一般スペイン語 20レッスン + Siele試験対策 5レッスン

コース期間
1週間から8週間

レベル
入門から最上級まで (A1 - C2)

1クラスの学生数
グループレッスン 最大10人、平均6人、プライベート 1人

時間割
グループ: 午前または午後 9:10-13:00 または 14:10-18:00 

Sieleプライベートレッスン: 合意の時間
(変更することがあります)

SIELEは4つの試験 (読解、聴解、文章表現、口頭表現)
によりスペイン語能力をデジタルで証明する試験です。こ
の試験もヨーロッパ言語共通参照枠Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR)に準じてい
ます。インスティトゥート・セルバンテスといくつかの大学が作
り、振興に努めています。

Siele

開講日
10月または1月

内容
20時間の試験対策 + チュートリアル

受験に必要な手続きのサポート 
(事務手続き費や大学にかかる費用は含まれていません)

コース期間
30週間もしくは20週間

レベル
B1以上 
(ヨーロッパ言語共通参照枠に準ずる)　コース開始前に当校でインテン
シブなどのスペイン語コースを受講することも可能です。

時間割
月曜から金曜 (午前もしくは午後) 

大学進学準備

このコースはスペインの大学を卒業し学位を取得したい留

学生のために設置されています。そのためにはまず入学試

験を受ける必要があります。

この受験のための準備コースは、各学生に合わせて組み

立てられています。学生の学力やレベルに関係なく、大学入

学への早くて確実な手段です。

アカデミックプログラム

誰のためのコースですか?

スペイン国外で教育を受けそこでスペインの高等教育相当の単位

を取得した人向けです。

どんな試験ですか？

学生の成績を評価し、高等教育（スペインでのBachillerato）の知識

を身につけていることを確認するものです。試験を受けその点数に

より大学に入学することができます。

試験はいつですか?

毎年2回受験日があります。1回目は5月または6月、2回目は9月です。

スペインの

大学で

学ぼう

Universidad Europeaと提携して
います。
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宿泊施設

留学生活が快適でリラックスした

ものであるためには、満足できる

滞在場所に出会うことが不可欠だ

と考えます。

このことから、私たちは質の高い宿

泊先を提供することを特に重視し

ています。ホストファミリーは細心

の注意を払って選んでいます。シェ

アアパート、プライベートアパートや

学生寮のコンディションを良い状態

に保ち、宿泊に関する全てにおい

て学生たちをサポートしています。

27%18%

3%22%

30%

シェアアパート
このタイプの宿泊施設は、他国出身

の学生と生活するチャンスです。

アパートには3～4部屋の寝室と、1～2

部屋の共同バスルームがあります。

全てのアパートには、備品が整ったキ

ッチン、テレビのあるサロン、洗濯機と

アイロンを備えています。学校からは

ベッドリネンが支給されますが、タオ

ルは持参してください。通常の使用範

囲の電気代、ガス代、水道代が含ま

れています。学校がアパートの管理

をします。

共通スペースには2週間に一度の清

掃が入りますが、どこも清潔に使用す

るよう心がけてください。 

アパートは、学校から公共交通機関

を使って平均25分の場所にあります。

プライベートアパート
プライベートアパートは町の中心にあ

り、学校まで歩ける距離です。 

ソファベッドかベッドと、ミニキッチンとバ

スルームがあります。 

シングル用、ダブル用があります。 

リネン一式とタオル、毛布、設備の整っ

たキッチンと洗濯機、通常の使用範囲

での電気代、ガス代、水道代、週1度の

共有エリアの掃除が含まれています。

ホストファミリー
スペインのファミリーと住むことはスペ

インのライフスタイルに慣れてスペイン

の習慣を学び、語学を習得するのに最

適な方法です。 

ホストファミリーは細心の注意を払って

選んでいるので彼らと住んで本当に快

く感じられると思います。贅沢な家では

ないかもしれませんが、あなたを温かく

迎え入れてくれるでしょう。

ほとんどのファミリーは、学校から交通

公共機関を使って平均25分の場所に

住んでいます。部屋はシングルルーム

かダブルルームを選ぶことができます。

食事は、朝食付、2食付、3食付から選

ぶことができます。 

週に一度の掃除と洗濯も含まれていま

す。自由に出入りできるよう自分の鍵を

持つことができます。しかし、特に食事

の時間などの基本的なルールは遵守

してください。

学生はどんな宿泊施設を 
選んでいますか?

宿泊なし 18%

アパート 27%

ホストファミリー 30%

学生寮 22%

プライベートアパート 3%
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宿泊施設はコース初日 
（月曜日）の前日の日曜日
の2:00 p.m.からコース最
終日（金曜日）の次の日 
（土曜日）12:00 p.m.まで
滞在することができます。

 
追加料金を支払い、 
延泊することも可能です。

 
チェックイン時間

日曜日 
2:00 p.m.〜

 
チェックアウト時間

土曜日 
〜12:00 p.m.

学生寮
学生寮も提供しています。

市内には徒歩で学校に通える学校所有

の学生寮があります。部屋はシングルルー

ムとダブルルームがあり、プライベートバ

スルームまたは共有バスルームを選べま

す。共有スペースにはエアコンと部屋に 

ヒーターがあります。キッチンがあるので自

炊することが出来ます。

大学キャンパス内にある大学寮もあり、学

校への交通の便が良いです。夏期の間だ

け利用可能です。シングルまたはダブル 

ルームがあり、全部屋にプライベートバス 

ルーム、エアコン、ヒーターと勉強スペース

が付いています。

大学寮には学生のための共用キッチンが

ありますが、希望であれば朝食、2食、3食

で食堂での食事をつけることができます。

学生寮には共有スペース、テレビ付きラウ

ンジ、共有キッチン、インターネットアクセス、

ランドリー施設があります。週1回の清掃、

タオルとシーツが含まれています。

ロケーション

 
通学時間

 
食事

同居する学生数

シングルルーム 

ダブルルーム

設備

 

掃除

シェアアパート

住宅街 

公共交通機関で 
25分（平均15分）

自炊 

1〜6人

あり。共同バスルームまたは 
プライベートバスルーム

あり。共同バスルームまたは 
プライベートバスルーム

キッチン、洗濯機、テレビ、 
ベッドリネン、 
インターネット

 
 

２週間毎

ホストファミリー

住宅街 

公共交通機関で 
30分（平均25分）

朝食付、 
2食付、3食付

1〜4人

あり。共同バスルームまたは 
プライベートバスルーム

あり。共同バスルームまたは 
プライベートバスルーム

収納付寝室、 
デスクと椅子、 

ベッドリネン、タオル 

毎週

学生寮

中心地

 
徒歩5分〜20分 

自炊 

20〜30人

あり。共同バスルームまたは 
プライベートバスルーム

あり。共同バスルームまたは 
プライベートバスルーム

収納付寝室、デスクと椅子、 
インターネット、共有キッチン、 

テラス、エアコン(共有スペースと
一部の部屋)、ヒーター、 

ベッドリネン、タオル

毎週

大学寮(夏期のみ)

大学エリア

 
公共交通機関で 
25分から30分 

自炊、朝食付、 
2食付、3食付

400人

あり

  あり*

収納付寝室、バスルーム、 
デスクと椅子、電話、 

インターネット、エアコン。 
食堂あり。 

ベッドリネン、タオル

毎週

プライベートアパート

中心地

徒歩 
10分から20分 

自炊 

1〜3人

あり

  あり*

キッチン、電子レンジ、 
洗濯機、テレビ、 
インターネット、 

エアコン、 
ベッドリネン、タオル

毎週

宿泊施設の種類

* 同時にお申し込みの場合のみ
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#lavidaespanole

アクティビティ 
プログラム

授業後の予定が

なかったら、ぜひ学

校のアクティビティ

に参加しましょう！ 

週のアクティビティ

プランを見て素敵

なことを経験しま

しょう。

アクティビティとエクスカーションプログラム

はスペイン文化、地元の人のフレンドリーな

様子、街のお祭りの雰囲気などを新しく見

つける手助けをします。 

毎週様々なアクティビティを用意していま

す。多くは無料で（少なくとも週5つのアクティ

ビティは無料）、その他のアクティビティにも

少額で参加することが出来ます。

1週間のプログラム例

   月曜日              火曜日               水曜日               木曜日             金曜日              土曜日

市内ツアー 
と 

ウェルカム
パーティー

パエリア 
料理教室

“Intercambio” 
語学交換会

博物館ツアー 
または 

サルサレッスン

学生 
ディナー 

パーティー

ハティバへ 
終日遠足

別料金
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オラ!Lidiaです。 
生徒達のためのアクティビティ
やエクスカーションの企画担当
をしています。

私の仕事は皆さんが学校の生徒達に会った

り、ローカルの友達を作りながら、滞在を楽し

み、バレンシア、文化、伝統を発見するのを手

伝うことです。 

ダンスレッスン、料理教室、遠足、ツアー、言語

交換会・・・で一緒に楽しめること間違いなし

です！ 

Lidia

授業後にもスタッフや
国際色豊かな生徒達
と一緒に 
バレンシアを満喫しま
しょう!

スペイン語クラスを補うのに理想的で、毎日スペイン語を勉強し、スペインを知

り、地元の人と接するのに良い機会です。またバレンシアは色んなスポーツを

練習する機会にも恵まれています。学校の近くにはテニス、バスケットボール、

スカッシュ、エアロビ、フィットネストレーニング、ステップなどをするスポーツ施

設があります。

アクティビティと 
エクスカーション
市内観光ツアー

タパス料理教室

芸術科学都市見学

スペイン人と語学交換会

美術館ツアー

ビーチバレー

パエリア料理教室

BBQ パーティー

タパスツアー

バレンシア文化クラス

グラフィティツアー

火祭り博物館ツアー

市内自転車ツアー

サルサクラス

映画ナイト

ワイン&チーズのテイスティング

フラメンコショー

典型的スパニッシュディナー

オセアノグラフィック水族館

ツアー例

アルテアとカルペでのスノーケリング

クジェラでのウォーターパーク 

サグント

ペニスコラ

ハベア

バルセロナ

マドリード

イビサ

ブニョルのトマト祭り

19



08:45
バスで学校へ

私の学生アパートは学校から数ストッ
プなので時々徒歩で通ったりバレンビ
シ(レンタル自転車)を使ったりします。便
利で安くて学校のすぐ近くに止まるの
で今日はバスで行きました。

09:10
スペイン語クラス

新しい友達に会ったり、先生が楽しく教
えてくれる方法を知っているので、学校
に行くのが楽しみです。私のクラスメー
トは世界中から来ていて、先生のJuan
はほとんどの私たちの国へ旅行したこ
とがあります。

14:00
ランチ

ランチタイムはクラスで学んだことを実
践するとても良い機会です。カルメン地
区には無限にも見える多くのオプション
があり、ウェイターはみんな親切でフレ
ンドリーです。料理も美味しいので私は
いつもランチが楽しみです！ 
 

16:30
宿題

先週は午後に授業がありました。テラ
スでコーヒーと朝食をとりながら宿題を
します。今週は午前中に授業があるの
で代わりにおやつの時間に宿題をして
います！宿題は先生によってよく考えら
れていて流れがあるのでやる気が出て
次の日のクラスに準備が出来ます。 
 

19:00
午後のアクティビティ

たくさんのアクティビティが料金に含ま
れているのでとても驚きました。ここに
来るまではそんなに多くのアクティビティ
に参加するとは思っていませんでした
が、来てみたら週末の小旅行も含めて
ほとんどのアクティビティに参加してい
ます。

21:00
新しい家でゆったり 

日本人の女の子とデンマーク人の男の
子とシェアしています。みんなとても楽
しくて快適です。アパートは広く、近所に
は必要なものは何でも揃っています。
週3回は外食に行きますが、お互いの
国の料理を順番に作ったりもします。料
理名と料理法をスペイン語で学ぶ楽し
い方法です。 
 

 

22:00
バレンシアのナイトライフ

何年住んでも美味しい料理を出すファ
ンキーな小さなバルやカジュアルなレ
ストランを新たに見つけることが出来
る気がします。毎日どこかでパーティー
が行われているように見えます。私の
日本人のフラットメートはフラメンコとラ
イブミュージックが大好きでいつも新し
い場所を見つけてきます。週に7日では
足りないくらいです！

イタリアからの
アリアンナの
1日

私たちの生徒が 
学校での1日の様子を 
紹介します
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地下鉄で: 
Túria, Colón, Alameda, Xátiva,  
Ángel Guimerá駅

学校への行き方

バスで:  
多くのバス停が旧市街にあり
ます。

初日

初日は口語テストとクラス分けの為、通常

より早く8:30amに来てください。

到着前テストはオンラインで遅くとも到着

の1週間前までに終わらせてください。到

着前テストが終わらなかった方は月曜日に

行います。

テスト後、ウェルカムミーティングがあり、他

の生徒やスタッフに知り合ったり、エスパニ

ョレやバレンシアの便利な情報を得ること

が出来ます。テストとウェルカムミーティング

が終わったら教科書、クラススケジュール

を受け取り、クラスが始まります！

午後には新生徒の為に市内観光ツアーが

準備されています。留学先に慣れる為に参

加をぜひお勧めしますが、その日にクラス

で学んだことを生かしたりクラスメートと仲

良くなる機会はまだまだ沢山あります。

スペイン語を学ぶ
のにこれ以上に 
良い場所を知って
いますか?
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1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

歴史とモダニズム
が出会う時 

バレンシアは穏やかな気候、豊かな食

文化、お祭りや文化的イベントを楽しむ

ことができる本当に美しい地中海都市

です。歴史的な伝統と近代建築が隣合

わさって共存することの重要性を知るで

しょう。この20年でバレンシアは、その進

化を見る価値のある都市へと驚くほどの

変貌を遂げました。 

バレンシア

お楽しみは?

多くの公園や庭園を満喫しましょう

バレンシアは文化だけでなく、美しい公園や庭園、

リラックスのできる娯楽エリアのある街です。旧河川

敷は街を横切る9kmにも及ぶ公園になっていてサ

イクリング、ジョギングやスケートなどのアクティビティ

をするのに最適の場所です。沢山のリラクゼーショ

ンスポットが公園沿いや街中にあり、どこにいてもす

ぐ見つけることができます。

バレンシアの食とナイトライフを 
楽しみましょう 

質の高いタパスやピンチョの出るバルは無限のよ

うに見えます。もちろんパエリアのようにクラシックな

バレンシア料理を出すレストランもありますが、地元

民が好むフィデウアもぜひ楽しんでください。バレン

シアは様々なテイストやスタイルに合う活発なエリア

や場所が沢山あり、ナイトライフでも有名です。

1.- ラ・ロンハ: ヨーロッパの最

も素晴らしいゴシック建築の1

つ。世界遺産 (UNESCO)。 

2.- 中央市場: バレンシアの最

も見逃せないスポットの1つ。美

しいモデルニスモ建築の中に

あるカラフルで活気溢れる市場

では、ついつい買いすぎてしま

うかもしれません。 

3.- 大聖堂: バロック、ゴシック、

ロマネスクと違った建築様式を

持つ3つの扉があります。鐘楼

のミゲレテの塔からはバレンシ

アが一望できます。 

4.- ビルヘン広場: 古代ローマ

時代から広場として存在し続け

ています。 

 

 

5.- セラーノスの塔: ヨーロッパ

最大のゴシック建築の門とされ

ています。 

6.- バレンシア美術館: スペイ

ン有数の傑作絵画を展示して

います。 

7.- 国立陶器博物館: 1740年に

ロココ様式に改装された15世

紀の宮殿の中にあります。  

8.-芸術科学都市: 息をのむよ

うな5つの現代建築を含む複合

都市です。 

9.- トゥリア公園: 地元の人たち

がウォーキング、ランニング、日

光浴やサイクリングを楽しむ旧

河川敷公園です。 

10.- バレンシアビオパーク動

物園: 21世紀バージョンの動物

園に自然な環境で動物が暮ら

しています。ゴリラ、ヒョウ、ライ

オン、サイ、カバ、ミーアキャット

などに近づいて、サバンナのエ

コシステム、マダガスカルの森

林、アフリカの赤道を探検して

ください。 

11.- メスタージャ: バレンシア

CF(通称Los Che)はヨーロッパ

ゲームのメインです。2000年代

のはじめに2度優勝したこのチ

ームは楽しいプレイで有名で復

活を楽しんでいます。 

12.- タペオ: ドリンクやタパス

を楽しみながら色んなバーの

周りを歩き周ることです。オス

スメです!

バレンシアはおよそ80万人が 

その魅力的な建物や景観を楽

しみながら生活している、国際

色豊かで活気溢れる都市です。  

22



到着

飛行機で
バレンシア市街から8キロのところに国際空港

があります。ヨーロッパやスペイン国内の主要

都市からの便が到着します。マドリッド、バルセ

ロナで乗り換えることにより世界中からアクセ

スできます。空港から中心地までは地下鉄や

バスでアクセス可能です。

バスで
バスターミナルは市の西側の地域にありま

す。ヨーロッパやスペイン国内の主要都市から

発着します。バスターミナルからの移動はバ

スか地下鉄が便利でしょう。

電車で
スペイン中からの電車が、バレンシア中心に

ある北駅に止まります。北駅から学校までは

徒歩10分です。

宿泊施設をお申込みになられた場合は、到

着日の少なくとも2週間前までに詳細や宿泊

施設までの行き方のインフォメーションをお

送りします。

送迎サービス
バレンシア空港、駅、バスターミナルと宿泊先

との送迎をアレンジします。コンファームの為、

遅くとも1週間前までには到着情報（日程、時

間、便名）をお送りください。

 
バレンシアへの 
アクセス

ほぼ１年中ビーチ

1月に気温が20度になることは珍しくありません。日光

浴のできる天気でなくても、ビーチを散歩することがで

きます！黄金色の砂浜、ヤシの木、バルやレストランに

囲まれた広くてオープンなビーチは1年中地元の人や

観光客で賑わっています。 

伝統とお祭り

バレンシアで最も有名なお祭りである火祭りは3月に行

われ、5日間街中で爆竹を見たり聞いたりすることがで

きます。音楽隊の音楽や印象的なマスクレタで溢れる

バレンシアの街は見るべきです。毎年火祭り後に春を

迎えます。  

街のイベント

バレンシアは Moto GP、オープンテニストーナメントなど

の国際的なイベントで世界中でも有名です。毎年イベン

トのあるごとに街は両手を広げて多くの観光客を優しく

迎え入れています。

 

年間300日以上の晴天日も伴い、人々は心が広く友好

的なので、バレンシアは留学や休暇に費やすには理想

的な場所と言えるでしょう。 
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インフォメーション 
& お申込み

C/ Caballeros, 36 
46001 Valencia (Spain) 
        +34 96 353 04 04
www.espanole.es 
www.ihvalencia.com 
info@espanole.es 

代理店


