
地中海ライフスタイル

バレンシアのスペイン語コース



 

名前 : アツコ
住所 : 大阪
職業 : 学生
年齢 : 20 歳 語学学校

都市ビザ

航空券
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保険滞在スタイル

学校初日の流れ
1. レベルチェックテストを受ける
2. 教科書と時間割表をもらう
3. いよいよ授業開始！
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ロシア ブラジル
ドイツ

アメリカ イギリス

イタリア

スペイン
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市内中心部に2つの校舎

校舎内の整備は完璧
空調が効いていて快適です

電子黒板とiPadがあります

おしゃべりできる
学生ルームあり

パソコンルームあり

無料Wi-Fiあり

図書室あり

テラスと中庭あり

" 週末を利用して、スペインの各地を訪れ
たり、旅行もたくさんしています。私、バ

レンシアにすっかり恋しちゃいました。"

アクティビティ
月：市内観光と名物タパスの試食
火：言語交換の会
水：パエリア料理に挑戦
木：火祭り博物館を見学
金：皆でフラメンコダンス
土：アルブフェーラ自然公園まで

サイクリング

学校へ登校

スペインに留学したい……。 　　でも何から始めればいいの？

" 世界中の
友達がたくさん

できたよ "

" この学校はいつもすることがあるので、
ちっとも退屈しないです…!!"

まずは留学窓口で相談
スペイン留学 .jp に問い合わせ！
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スペインに留学したい……。 　　でも何から始めればいいの？
代行手数料は無料
スタッフは全員留学経験者。留学情報を
日本語でお届け
スタッフが現地視察しているので安心
スペインと日本をつなぐ様々な事業を
行っている会社だから安心 これで

留学準備は
ばっちり！

バレンシアの特徴
•	 スペインらしさに溢れる街
•	 1年のうち300日以上が快晴の気候
•	 歴史的な趣の深い街
•	 近代的な建物のある芸術科学都市地区あり
•	 美しいビーチあり
•	 市内には緑あふれる公園がたくさん
•	 美味しい地中海料理
•	 多くのイベントが開催されている活気的な街
•	 陽気で心温かい街の人々
•	 安全な街
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空港送迎サービス

アツコさんは
こうしてIHバレンシアで

素敵な留学生活を
送っています。

さあ、次はあなたの
物語を作る番です！

" この学校に来て私のスペイン語はとても上達しました。3 ヶ月経っ
た今、B1 レベルにまでなりました。
授業のほかにも、私は学校が提供しているアクティビティに参加して
います。だから 1 日中スペイン語が練習できるんです。
留学して、かけがえのない経験ができました。支えてくれたスペイン
留学.jp の皆さんと IH バレンシアの学校の皆さんに感謝します。"

バレンシアより
アツコ

7

スペインの
滞在先に到着

スペイン料理は

とても美味しい！

バレンシアの生活を満喫

入学手続き
プランが決まったら申込！

共同アパートで

イタリア人の女の子と

オランダ人の女の子と

一緒に暮らすことに

なりました！

" ここにはたくさんの種類の料理があります。
とても体に良くて美味しくて、大好きです。
それからびっくりしたのは、
スペイン人たちは
とても遅くにご飯を食べること。"

バレンシアに

行ってきます！

/3/



クリスティーナ・ナバロ 
エスパニョーレ・

インターナショナルハウス・
バレンシア

校長

池本かなめ 
スペイン留学 .jp

（有限会社 ADELANTE）
代表

ようこそ

この学校について
650 ㎡のシャレータイプの校舎に
は、電子黒板のある 12 の教室のほ
か、「スペイン料理」のアクティビティ
のためのキッチン付ワークショップ
用教室、パソコン、Wi-Fi、自動販
売機、本や雑誌の読める図書スペー
スがある広い学生エリア、そしてテ
ラス、池のある居心地の良い中庭が
あります。

放課後も
オープン

　スペインに留学したいなぁ、と考えたとき、たくさんの疑問が頭に浮かぶことでしょう。長い間あなたが夢に見てき
た一大冒険。けれどもいざ行くと決心した途端、何から手をつければいいか分からず、途方に暮れてしまう方も少な
くありません……。
　あなたに必要なものを理解し、親身になって案内してくれるプロの留学エージェントを選ぶこと。これが第一歩です。
　スペイン留学 .jp のスタッフはあなたの気持ちを理解し、あなたが快適なスペイン滞在生活を送れるようにお手伝
いをします。これまで多くの留学生を送り出してきた経験から、私たちは、あなたのどんな疑問にもお答えできます。
　バレンシアはスペイン語を学ぶのに最適な場所。地中海沿岸に位置する中規模の街です。そしてとりわけ重要なの
は、この街が非常にスペインらしさに溢れている場所だということです。今もなお、伝統文化が日常生活の中で息づ
いています。
　エスパニョーレ・インターナショナルハウス・バレンシアは市内中央に位置する近代的な語学学校です。語学指導
に特化した専門教師が、様々な範囲に渡って、スペイン語コースを提供します。
　「スペイン語でコミュニケーションをする」という目標を達成するためにぴったりのプログラムを、この学校で見つ
けることができます。非常に学術的かつ国際的な雰囲気の中で、スペイン語を学ぶことができます。
　学校は好みに合った滞在スタイルを手配し、学生たちには毎週企画している文化アクティビティにも参加してもらっ
ています。
　滞在中に、学校のスタッフと先生の皆が、あなたを支えていると感じてもらえることでしょう。
　バレンシアでスペイン語を学習しようと決心したその瞬間から日本に帰国するまでの間、私たちはあなたの滞在が
最高のものになるように力を尽くします。
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理由 1
代行手数料は無料 
費用は学校がパンフレットなどに掲載している正規料金のみ。
あとは海外送金手数料 6,500 円をご負担いただくだけで代行
手数料は一切不要です。スペイン留学.jp は、提携している語
学学校からの紹介料のみで運営し、留学生の負担をより軽くす
ることを可能にしています。

だから選んだ！スペイン留学.jp

理由 2
留学情報を日本語でお届け 
学校との連絡はすべてスペイン留学.jp が代行致します。また、
学校からの案内や書類はスペイン語か英語になりますが、必
要な情報は全て日本語に訳して弊社よりご案内致しますので、
語学力に自信がない方でも安心です。

理由 3
スタッフは全員留学経験者 
スペイン留学.jp のスタッフは全員留学経験者。留学準備に関
すること、留学先の国や都市、現地の生活について、小さな
疑問や心配事は何でもご相談ください。留学経験があるスタッ
フだからこそ実体験をもとに丁寧にアドバイス致します。

理由 4
スタッフが現地視察しているので安心 
スペイン大使館経済商務部主催のミッションや、スペイン語
学学校連盟（FEDELE）の年次会に参加し、数多くの語学学
校を視察しています。スペイン留学.jp では留学される方々の
多様なニーズに応えられるよう、様々な地域・規模の学校と
提携しております。

理由 5
スペインと日本をつなぐ様々な事業を行っている会社だから安心 
スペイン留学.ｊp は、有限会社 ADELANTE が運営しています。2006 年に設立し、大阪にてスペイン語教室 ADELANTE を開校。
スペインや中南米への留学サポートの他にも、スペイン語書籍＆雑貨の輸入販売、スペイン情報誌「 acueducto 」の発行、スペイ
ン文化普及のためのイベント開催などを行っている会社です。スペイン人スタッフも在籍しています。

スペイン留学.jp では、1 週間のプチ留学から長期プログラムまで、あなたのニーズに合
わせて留学準備のお手伝いをします。海外が初めての方、スペイン語に自信がない方、
学校とのやりとりが不安な方でも大丈夫。お気軽にご相談ください！
東京、名古屋、大阪、福岡 ４つの都市に相談窓口あり
無料カウンセリングで何でも相談できるので安心♪

4 階建ての校舎には電子黒板のあ
る 10 教室、図書室、パソコン、Wi-
Fi、自動販売機がある学生エリア、
そして太陽を浴びてリラックスする
のに最適なルーフテラスを備えてい
ます。
全教室に自然光が入り、エアコン
完備でレッスンに最適な設備を備
えています。

> スペインに留学しよう！─アツコの場合  ....2
> ようこそ / この学校について ................4
> だから選んだ！スペイン留学.jp  ...........5
> 審査登録・認定機関 .............................6
> 学生ビザガイド  .....................................7
> スペイン語コース  ..................................8

> 一般スペイン語  .............................10
> 試験対策  .......................................12
> 特別コース  .....................................14
> 進学対策  ........................................15
> 勉強と社会経験  ............................16
> ファミリープログラム  .....................18
> セイリング / 他のプログラム  .........19

> 留学生リックの 1 日  ............................20
> 宿泊  .....................................................22
> アクティビティ  .....................................24
> バレンシアの情報  ...............................26
> 到着  .....................................................27
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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・ハウス国際 組 織 In-
ternational House World Organisation 
(IHWO)は60年以上に渡り、水準の高い語学
教育機関の統一と、その水準向上に努めてい
るネットワークです。
現在、世界の52ヶ国で159校の学校を展開
し、20種類以上の言語を教えています。
それぞれの学校は独立して運営されています
が、IHWOに加盟しています。各学校はIHWO
のネットワークの一部として、厳格かつ高水準
な運営体制の維持に同意しています。

セルバンテス文化センター
政府機関セルバンテス文化センターはスペイ
ン語とスペイン文化の教育促進を担う世界最
大級の組織です。このセンターから認定を受
けた機関は、水準の高いスペイン語教育を提
供し、補助的サービスおよび活動も十分に行
っていることが保証されます。

ジャウメ 1 世大学
公立ジャウメ1世大学には欧州単位互換制度
ECTSがあり、当校のスペイン語コースも単位
として認定されます。つまり当校でスペイン語を
学ぶと、大学認定の単位を取得する機会にも
恵まれます。

ISO 14064
ISO 14064は、当校が環境保護に取り組む「
緑の学校」であることを認定する規格です。事
業のあらゆる面において、私たちは環境保護
の実践を導入しています。たとえば、紙やエネ
ルギー資源の無駄使いをしないように努めて
います。二酸化炭素などの温室効果ガスの排
出量には気を遣い、いかにその量を減らすこと
ができるかを思案しています。現世代そして次
世代のために、資源を保全しながら、私たち
は革新的かつ品質の高いサービスを提供して
います。

Bildungsurlaub（研修休暇制度） 
Bildungsurlaubとはドイツの研修休暇制度
で、ドイツ人労働者は年に5日間、教育を受け
るための有給休暇を取得できます。私たちの
学校はドイツのいくつかの州において、この制
度が利用可能な教育機関として認定を受けて
います。

CSN
スウェーデン高等教育庁がスウェーデン人学
生に支給するCSN（教育資金援助）の利用対
象校として、当校も認可されています。

How to get to the school

審査登録・認定機関
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学生ビザ申請要項

学生ビザガイド

1. 査証申請書

必要事項をすべて記入し、申請者本人がパスポートと同じ署名をすること。
スペインへの入国日は予定日として授業開始日と大体一致すること。スペイ
ン本国外務省での最終的な審査結果後、正確な入国日を決定します。

2. 写真（4.5cm ｘ3.5cm）１枚

申請書右上に貼付すること。（カラー写真で、背景が白色）

3. パスポートとコピー１部

短期学生ビザ：スペインからの出国予定日より 3 ヶ月以上有効のもの。

長期学生ビザ：スペインへの入国日より 1 年以上有効のもの。

写真と個人データの頁。記述がある場合のみ追記の頁もコピーが必要。

ビザ用の余白のページ最低２枚。

4. 入学許可書　スペイン留学 .jp で代行手続き・書類取得

公立の教育・科学機関或いは認可された私立機関において、勉学の為、登
録を済ませているか、或いは入学を許可されていることを証明するもの。登
録期間は、短期学生ビザの場合最低で 91 日以上の出席日数、長期学生ビ
ザの場合 181 日以上であること。また授業時間数が明記されていること。
原本とコピー 1 部。

5. 無犯罪証明書　※長期学生ビザ申請のみ必要

申請日から逆算して日本を含めて過去 5 年間居住した国 （々スペインは除く）
の警察当局発行の無犯罪証明書。発行日より３ヶ月以内のもの。18 歳未満
の場合は不要。

6. 経済能力を証明するもの

日本からの往復の経費と月額 535 ユーロ相当額以上（宿泊費も含まれる）
のスペインでの滞在費を支弁する能力を証するものとして下記の内のいずれ
か 1 つを選択：

a)  残高証明書。（和文でも可）金融機関もしくは郵便局が発行 ( 押印され
ていないものは不可 )、発行日から 1 ヶ月以内のもの。25 歳未満、親と同
居している学生の場合は、親名義の残高証明書でも可。その場合、親子関
係を証明するために留学される本人及び残高証明名義人の両名が載ってい
る戸籍謄本と住民票を提出すること。原本のみ。

b)  雇用されている会社から勉強の為に派遣される場合、渡航目的、期間、
学校名、その所在地、往復の費用・生活費等を会社が保証することを明記
した保証書でも可。原本のみ。

c)  給費・奨学金の証明書。スペイン又は他国の公的・私的機関からスペイ
ンで勉強する為に充分な給費を受けていることを証明するもの。原本とコ
ピー 1 部。

7. 宿泊証明　スペイン留学 .jp で代行手続き・書類取得

滞在期間中の宿泊先が用意されていることを証明するもの。原本とコピー 1
部。学校が斡旋する場合は学校の宿泊証明書でも可能。（項目 4 の入学許
可書と１枚にまとめても結構です）。賃貸契約を結ぶ場合は、そのコピー１部。 
宿泊証明としてスペイン居住者からの招聘状を提出する場合、責任を負うと
表明した公正証書にして提出してください。原本とコピー 1 部。（スペイン現
地の公証人・NOTARIO・に依頼）。

8. 海外旅行保険

滞在中の傷害・疾病における死亡・治療及び日本への一時帰国をカバーす
るという記載内容の保険に加入している証明書（英文あるいはスペイン文）。
希望滞在期間をカバーしていること。保険会社の押印なきものは無効。（ク
レジットカードに含まれているものは不可）。原本とコピー 1 部。

9. 健康診断書　※長期学生ビザ申請のみ必要

大使館作成の雛型に基づいて、医師が記入、署名し、医師及び病院印（別々
の印）が捺印された最新のもの。発行日より１ヶ月以内のもの。指定病院は
ありません。

10. 返信用定形封筒

宛先、郵便番号、宛名を記入し、82 円切手を貼ったもの。

＜注意事項＞

・ ３ヶ月以上前の早すぎる時期の申請・書類提出はできませんの
でご注意ください。

・ 査証が認可された場合、認可通知書の日付から 90 日以内にス
ペインに入国しなければなりません。

・ 長期学生ビザの場合、スペインへの入国日より 30 日以内に、
居住予定の警察署で、学生証（Tarjeta de Estudiante）を取得
してください。手続きの詳細は現地でご確認ください。

・ 学生ビザの申請要項・手続きについては、予告なく変更される
場合があります。必ずスペイン大使館領事部に最新情報をご確認
ください。

90日以内 ビザ申請必要なし

91日〜180日以内 短期学生ビザ申請
発給される留学ビザの期間は、登録されて
いるコースとほぼ同じになり、自動的に180
日間が認可されるわけではありません。現
地での滞在期間の延長は不可。

181日以上 長期学生ビザ申請

スペインに 91 日以上の滞在をご希望の場合は、学生ビザの申請が必要です。学生ビ
ザには短期・長期ビザの２種類があり、取得に必要な日数も異なります。余裕をもって
申請できるよう、早めに手続きを行いましょう。 

申請手続きの流れ

① 大使館から査証申請書を取り寄せる

② 必要書類を集める

③ 申請　スペイン大使館へ出頭し申請

※短期学生ビザは本人が出頭できない場合は委任状を与えられ
た者が代理出頭して申請可。

→ 短期・長期学生ビザともに 2 ヶ月前の申請を推奨

スペイン留学 .jp へのお申込みは、短期学生ビザの場合約 3 ヶ 
月前、長期学生ビザの場合約 4 ヶ月前にお願い致します。
ビザ申請に必要な入学許可書・宿泊証明書を取り寄せます。

④受領

・tel
・メール
・郵送で依頼
（返信封筒を同封）

お問合せ先　　　　　　　　　　　　　　
スペイン大使館領事部    
〒 106-0032　東京都港区六本木 1-3-29
TEL：03-3583-8531  FAX：03-3582-8627

受付時間:

土日祝日以外の

9:30～12:30
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スペイン語コース
/8/

スペイン語授業
授業はスペイン語で行われます。授業時間は 55 分、
通常学生数は 6 〜 10 人です。少人数なので、教師
は学生それぞれに合わせた授業を行います。授業
は課題に従いながら、学生たちに合わせて進めら
れます。授業では教科書のほか、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。登録料に最初の教科書と副教材費が含まれて
います。レベルが変わった時には、新しい教科書を
購入するか、デポジットを支払い図書室から借りる
ことができます。図書室では読み物や参考資料を
借りることができます。

年間学生数

1
月

2
月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月

11
月

12
月

250
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教師
教師陣は全員が大学卒のネイティブです。スペイン
語教育を愛し、ダイナミックで教師としての豊かな
経験もあり、外国人学生にスペイン語を教える専門
家です。常に授業を楽しく興味深いものとなるよう
に努め、最新の教材と教授法を使用しています。

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、新しい技術と教材を、
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に加え、市内観光や
日帰り旅行などの課外授業にも付き添い、留学生
活をサポートします。スペイン語を学ぶことがあな
たにとって大切な経験になるように力を尽くします。

授業の目的は

学生がもっと自由に

自分自身を

スペイン語で表現

できるように
すること

文化に親しむ
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、また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に考えられていま
す。また、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。
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A1－入門
身近な文脈において、簡単な文章のやりとりができる。
非常に基本的な会話を続けるために、それらの文章が
理解できる。

A2 －初級
現在、過去、未来においての情報を理解し表現する
ことができる。また、日常的や個人的な情報の会話
を含む、スペイン語圏の国を旅行中に起こる大半の
場面に対応することができる。

B1－中級
ネイティブスピーカーとスムーズに会話ができる。彼らと
ディスカッションに参加し、自分の視点を身近な文脈で
表現することができる。また自分の過去の経験を表現し、
同じく未来の計画や願望や意欲を表現し理由を述べる
ことができる。

B2 －中上級
一般的なテーマについて、自分の意見を、口頭にお
いても筆記においても明確に表現できる。このレベル
では、もっと複雑な構造に慣れており、それらを適
切な形で、流暢に使うことができる。その上、慣用
表現を含む豊かな語彙を持つ。

C1－上級
講義、ディスカッション、ディベートを理解し参加す
ることができ、口頭においても筆記においても、明確
な理由を用いて構造的な理論を発展させられる。社
会的、学術的、職業的な面においても、苦労なく言
語を扱うスキルと語彙を持つ。 

C2 －最上級
話し言葉、書き言葉を問わず、非常に高いレベルを
示す。慣れていない複雑な状況でも容易にディスカッ
ションに参加したり構造的な文章を書くことが可能で
ある。複雑なテーマでも、付随するテーマを組み入
れたり、自分の意見を明確に表明することができる。

A1 A2  B1  B2  C1  C2

700

600

500

400

300

200

100

授業時間

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 40 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。

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%
日本  5%

アメリカ 4%
中国 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%  

レベル
コースは、セルバンテスセンターのプログラムと、ヨー
ロッパ言語共通参照枠組み Common European 
Framework of Reference for Language のガイド
ラインに合わせた入門から最上級まで 6 レベルに分
かれています。あなたがどのレベルであろうとも、
最適なクラスでお迎えします。

* 57ヵ国



一般スペイン語

インテンシブ 20

開講日
毎週月曜日（初心者を除く。初心者の方は料金＆日程表を
ご確認ください）
1週間の授業時間数
20時間の一般スペイン語授業
コースの期間
1～36週間 
レベル
全てのレベル 
1クラスの学生数
最高10人、平均6人
時間割
午前もしくは午後
9:30-13:30 もしくは 14:30-18:30 (変わる場合があります)

インテンシブ 25

開講日
毎週月曜日（初心者を除く。初心者の方は料金＆日程表を
ご確認ください）
1週間の授業時間数
20時間の一般スペイン語授業+５時間の会話の授業
コースの期間
1～36週間 
レベル
全てのレベル 
1クラスの学生数
最高10人、平均6人
時間割
午前もしくは午後
9:30-14:30 もしくは 13:30-18:30 (変わる場合があります)

インテンシブプラス

開講日
毎週月曜日（初心者を除く。初心者の方は料金＆日程表を
ご確認ください）
1週間の授業時間数
20時間の一般スペイン語授業+５時間の個人レッスン
コースの期間
1～36週間 
レベル
全てのレベル 
1クラスの学生数
最高10人、平均6人。個人レッスンは1人
時間割
午前もしくは午後
9:30-14:30 もしくは 13:30-18:30 (変わる場合があります)

スーパーインテンシブ

開講日
毎週月曜日（初心者を除く。初心者の方は料金＆日程表を
ご確認ください）
1週間の授業時間数
20時間の一般スペイン語授業+5時間の会話授業+５時間の
個人レッスン
コースの期間
1～36週間 
レベル
全てのレベル 
1クラスの学生数
最高10人、平均6人。個人レッスンは1人
時間割
午前もしくは午後
9:30-14:30 もしくは 13:30-18:30 (変わる場合があります)

日常的な場面で

会話を学ぶ

言語を学び、友達を作り、そしてスペインの生
活と文化を楽しみたい学生のためのコースで
す。このコースの第一の目的は、できるだけ早
く日々のあらゆる場面の中でスペイン語による
会話ができるようになることです。授業は午前
または午後に 1 日 4 時間。最短 1 週間から受
講可能です。

インテンシブ 20 と会話クラスを組み合わせた
コースです。会話力を早く身に付けたいなら、
このコースがおすすめです。１日 5 時間の授
業です。

インテンシブ 20 と個人レッスンを組み合わせた
コースです。毎日 4 時間のグループレッスンと1
時間の個人レッスンの、1日5時間です。個人レッ
スンはそれぞれの学生の希望に合わせることが
可能で、興味のある分野に特化・集中すること
ができます。

非常に集中して会話力と言語力を発展させたい
学生のためのコースです。コースはインテンシ
ブ 25 と個人レッスンの組み合わせで、5 時間
のグループレッスンと１時間の個人レッスンの１
日 6 時間です。個人レッスンはそれぞれの学生
の希望に合わせます。
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長期プログラム

開講日
毎週月曜日（初心者を除く。初心者の方は料金＆日程表を
ご確認ください）
1週間の授業時間数
20時間の一般スペイン語授業
コースの期間
12～40週間 
レベル
全てのレベル 
1クラスの学生数
最高10人、平均6人
時間割
午前もしくは午後
9:30-13:30 もしくは 14:30-18:30 (変わる場合があります)

個人レッスン

開講日
毎週月曜日（初心者を除く。初心者の方は料金＆日程表を
ご確認ください）
1週間の授業時間数
1時間から
コースの期間
1～36週間 
レベル
全てのレベル 
1クラスの学生数
1人
時間割
午前もしくは午後

個人レッスンはどのレベルでも受講可能で、学
生の希望に合わせてプログラムを組むことが
可能です。

12 週間以上受講し、スペインのライフスタイル
と文化を体験したい学生のためのコースです。
授業は午前または午後に１日 4 時間です。
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DELE

開講日
料金&日程表をご確認ください
1週間の授業時間数
20時間の一般スペイン語授業＋10時間の試験対策授業
コースの期間
1～4週間
レベル
A1～C2
1クラスの学生数
一般スペイン語: 最高10人、平均6人
DELE: 最高8人、平均5人
時間割
一般スペイン語: 9:30 - 14:30 
DELE: 14:35 - 16:25

商工会議所スペイン語検定

開講日
初心者の方と同じ（料金&日程表をご確認ください）
1週間の授業時間数
20時間の一般スペイン語授業＋5時間の試験対策授業
コースの期間
1～6週間 
レベル
B１以上
1クラスの学生数
最高10人、平均4人
時間割
午前もしくは午後
9:30-14:30 もしくは 13:30-18:30 (変わる場合があります)

試験対策

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 月の年 5 回行われます。

DELE にはヨーロッパ言語共通参照枠組み
C o m m o n  E u r o p e a n  Fr a m e w o r k  o f 
Reference for Language (CEFR) に沿った、
A1 から C2 まで 6 つのレベルがあります。

マドリード商工会議所スペイン語検定試験対策
をしたい学生のためのコースです。この試験は、
アルカラ大学との協力によって行われ、学生の
ビジネススペイン語の知識を評価するものです。

資格は特にビジネスの世界で国際的に知られて
おり、ビジネスのあらゆる分野における専門用
語を、技術的かつ実践的に身につけます。

商工会議所は３種類のレベル試験を実施してい
ます：
初級ビジネススペイン語証明書
上級ビジネススペイン語証明書
ビジネススペイン語ディプロマ
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最高の留学経験

考えられたプログラム
当校のスペイン語コースでは、学生はスペイン語
とスペイン文化に浸り、実際の生活の中での使い
方、街中での会話の仕方、人との付き合い方を学
びます。上達する理由は、教室から出てすぐに習っ
たことが練習できるからです。

国際的で友好的な環境
スペイン語とそのライフスタイルへの理解を深めたい
という熱意ある学生たちの出身国の数は年々増加し
ています。国際的で友好的な雰囲気は、新しく学ん
だスペイン語を使っての友達作りにぴったりです。

スペイン語 24 時間
授業の後に行われるバラエティに富んだアクティビ
ティプログラムに参加することで、リラックスし、
スペイン語を話すことで、本当のスペインでの生
活の奥さを発見するでしょう。

スペイン人学生
当校ではスペイン人学生への外国語教育も行って
おり、言語交換のアクティビティを開催しています。
これは楽しく、スペイン人の友達を作るのに素晴ら
しい機会となるでしょう。

たしかなクオリティ
当校は、国際的に評価の高い、言語教育の質向上
において60年以上の歴史を持つインターナショナ
ルハウス国際組織 International House World 
Organisation (ih)のメンバーです。セルバンテス文
化センターの認証も受けています。

選ばれる
理由?

/13/



特別コース
ビジネススペイン語

開講日
料金&日程表をご確認ください
1週間の授業時間数
20時間の一般スペイン語授業＋5時間のビジネススペイン語
授業
コースの期間
1～6週間 
レベル
B1～C2 
1クラスの学生数
一般スペイン語授業：最大10人、平均6人
ビジネススペイン語：最大4人の小グループ
時間割
午前もしくは午後
9:30-14:30 もしくは 13:30-18:30 (変わる場合があります)

開講日
料金&日程表をご確認ください
1週間の授業時間数
25時間
コースの期間
2週間 
レベル
B2以上
1クラスの学生数
最大10人、平均6人
時間割
午前もしくは午後 
9:30-14:30 もしくは 13:30-18:30 (変わる場合があります)

このコースではスペイン語とスペイン文化の両要素を組
み合わせて学習します。授業は方法論と実践によって行
われます。
スペイン語教師養成コースに登録すると、外国の学生た
ちにスペイン語を教えるための、実践的かつ効果的な訓
練に参加できます。さらに他の国からやってきたクラスメ
イトたちと出会い、国際的な文化交流ができるでしょう。
こうした国際間の交流は、学習プログラムにおいて重要
な役割を果たします。
養成コース担当教師は長年の指導経験の持ち主です。
第二言語学習指導に特化した専門家であり、そのため
の学習教材を用意しています。
このほか、4 週間の教師養成コースやバルセロナ大学で
認可されるオンラインプログラムもあります。

スペイン語教師養成コース

異なる都市の組み合わせ

スペイン全土にある以下の7校から選ぶことがで
きます。バルセロナ、マドリード、サン・セバスティア
ン、バレンシア、セビーリャ、カディス、パルマ・デ・
マジョルカ。

スペイン語圏のビジネスに関心のある学生や社
会人のためのコースです。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。午前ま
たは午後に 1 日 5 時間、最短 1 週間から受講
できます。
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授業の構成

文法の復習

学生への文法の教え方を学ぶ

スペイン文化を学ぶ：文学、芸術、歴史

方法論：実践的なスペイン語の教え方を知る

スペイン語を学ぶ外国人学生がよく間違える
ポイントと、間違いの解決法

スペイン語教室で導入されている新技術

スペイン語の

先生になろう

スペイン国内の 2 校もしくはそれ以上のインター
ナショナルハウスの学校での受講を組み合わせ
ることができます。受講しているうちにスペイン
の各地方を知ることができ、素晴らしい経験に
なるでしょう。



進学対策
大学進学準備コース

ジャウメ 1 世大学 Universitat Jaume I (UJI) は公立
の高等教育機関かつ研究センターで、バレンシアから
60km（電車で 45 分）のカステリョンの街中にあります。
この大学には 14,000 人の学生が在籍し、外国からの
留学生と交流しながら、非常に国際色豊かな環境下
で学んでいます。

大学の学期と学年制度は、留学してスペイン語を勉強
しながら、大学の科目も 1 学期、あるいは 1 年間履修
したい留学生のために設置されています。ジャウメ 1
世大学では様々な学士過程、修士課程が提供されてい
ます。

開講日
1月、10月
1週間の授業時間数
週20時間 : 15 時間の試験対策+ 3時間の 英語授業 + 2時間のス
ペイン語授業
受験に必要な手続きへのサポート（事務手続き費やその他入学に
必要な費用は含まれていません)
コースの期間
20週間もしくは30週間 
レベル
B1以上。達していない場合は、コース開始前に当校でインテンシ
ブなど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

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取得した学位や
単位の互換をスペインが承認できる人か、または自
国で高校を卒業した人向けです。

試験の目的は何ですか？

大学入試PAUは、学生の習熟度を評価し、高校卒
業に相応しい学力があることを確認するためです。
試験に合格すると、スペインで大学教育を受けるこ
とができます。
PAUには共通科目と選択科目の2段階あります。高
校で勉強した教科も含まれます。

試験はいつですか？

毎年2回、どちらか受験できる方を選択できます。

ジャウメ 1 世大学で勉強した留学生は、欧州単
位互換制度 ECTS を利用できます。このプログ
ラムに申し込むためには、DELE B2 に合格して
いなければなりません。

大学のプログラムを申し込む学生は通常、数週
間のインテンシブスペイン語コースや DELE 試
験対策コースを前もって受講しています。

大学の学期・学年制度

スペインの大学を卒業し学位を取得したい留学生のた
めのコースです。大学へ進学するためにはまず“PAU”
もしくは“Selectividad”として知られている試験に受か
る必要があります。
このコースは、PAU試験に合格するため、1人1人の学
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楽な手段です。
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スペインの
大学へ

入学



勉強と社会経験

開講日
毎週月曜日（初心者の方は日程&料金表から開講日をご確
認ください)
ご注意
2週間以上のコース受講が必要となります。コース費用は別
途必要になります。 

全てのワーク＆スタディコース

スペインの
企業で

どのような分野がありますか？

異なる分野でのインターンシップを紹介します。
学生は自分の関心のある分野を選択できます。
このプログラムの目的は学生がスペインの労働
環境を知ることであると理解することが大切で
す。通常インターン生には責任のある仕事は任
せられませんが、受け入れ企業は業界について
教えたり、働く環境でのスペイン語のコミュニ
ケーションスキルを高めることに最大限協力する
でしょう :

- 事務と財務
- 芸術と修復
- コンピューターと IT
- コマーシャルとファイナンス
- カスタマーケア
- 教育と教職
- エンジニアリング、建築、工業
- メディアとコミュニケーション
- ホテルとレストラン
- マーケティングと PR
- 小売業
- 社会科学
- 観光業

インターンシッププログラム

このコースは、インテンシブスペイン語コースと、
バレンシア周辺の企業の無償インターンシップ
との組み合わせです。最低 2 週間のスペイン語
コースの受講が必要です。

プログラムの内容は？

海外での企業の就労経験は非常に有益なものと
なるでしょう。スペイン語の練習の機会となるの
と同時に、あなたの仕事の分野のスペイン語を
学ぶことにもなります。インターンシップはトレー
ニングの一環と考えられるために無償です。

誰のためのコースですか？

海外の大学生や卒業して間もない既卒者で、ス
ペインの企業で働くという経験を得ると同時に
スペインのエキサイティングなライフスタイルと
文化を楽しみたいという熱意を持った方のため
にあります。

受講前に何をすべきですか？

お申込にあたっては、写真添付の履歴書と、こ
のプログラムへの参加希望理由、志望する就業
先の業界や職種、就業経験を通じて伸ばしたい
スキルについて英語かスペイン語で書かれた志
望動機書が必要です。
受講するインテンシブコースは自由に選択でき
ますが、最低 B1レベルに達することが必要です。
適切な受け入れ先を見つけるためにも、受講開
始の 3 ヶ月以上前にお申込みください。

必要なスペイン語レベル
B1レベル以上
プログラムの期間
３ヶ月。他の期間でもアレンジ可能な場
合もあります
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誰のためのコースですか？

バレンシア地域での、環境やローカルコミュニティでの活動を
望む、18 才以上の方が対象です。

どのようなボランティア活動がありますか？

- 子供へ英語、数学、スポーツを教える
- 障がい者への援助
- バレンシア沿岸の海洋保護
- 責任あるツーリズムの実践
- バレンシアの山火事防止のための活動
- アルブフェラ国立公園で自然保護

申込み方法は？

希望するボランティア内容について英語かスペイン語で書かれ
た志望動機書が必要になります。希望する活動に関係した勉
強や、これまでに経験したボランティア活動があれば、それ
についても記載してください。６週間前までのお申込みが必要
です。

ボランティア

このコースはスペイン語学習とボランティア活動
の組み合わせです。異文化の人を助け、スペイ
ン語を学び、同時に楽しむ大変良い機会となる
でしょう。

教育、文化、社会、環境、健康など、多方面の
プロジェクトの中から、あなたがもっとも関心の
ある分野を選ぶことが可能です。
ボランティア活動に参加するためには 2 週間以
上の授業の受講が必要となります。ボランティ
ア活動は最短で 4 週間です。

デミペア

このコースではスペインの生活に完全に一体化
する素晴らしい機会を提供します。学生はスペ
イン人の家庭に家族の一員として受け入れられ、
見返りにその家の子供の世話をしたり母国語ま
たは英語を教えたり、家事の手伝いをします。

通常、スペイン人家庭が外国人留学生を家に受
け入れるのは、子どもたちに第二言語を学ばせ
練習させたいと願うからです。しかし彼らは、デ
ミペアのプログラムの目的はスペイン語学習と練
習であるということを完全に理解しています。そ
のためにスペイン語による会話のために多くの
時間を作ります。一般的には子供とは英語また
は他の言語で、両親とはスペイン語で会話する
ようになります。

スペイン語授業
スペイン語授業は通常午前中、午後にワーキングタイムとな
ります。プログラムの初めに 2 週間以上のインテンシブコー
スの受講が必要で、その後も滞在期間中継続して受講するこ
とを強く推奨します。

スケジュール
デミペアは週 20 時間と 1 晩のベビーシッティング。休日は週
2 日です（平日の場合も週末の場合もありますが、最低月 1
回の日曜日は休日になるでしょう）。

宿泊と条件
家事を手伝う代わりに、デミペアの学生には、自分用の部屋
と食事等が支給されます。

申込み方法
お申し込みの際には申込書の記入と必要書類の提出が必要
です。ご提出後最適な受け入れ先とのマッチングを開始しま
す。受け入れ先の家庭が決まったら（通常開始の 1 ヶ月前に
なります）詳細を連絡しますので、到着前に連絡を取り合い
プランの決定をします。

必要なスペイン語レベル
B1レベル以上
プログラムの期間
２～24週間

年齢
17歳から30歳
プログラムの期間
1ヶ月（夏期のみ）から 12ヶ月 

１日中
スペイン語
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ファミリープログラム

ファミリープログラムはご家族それぞれのライフスタイ
ルやご要望に沿うように計画されています。

フレキシブルで楽しくて、完璧な休暇としてあなただけ
のプログラムを組み立てることができます。

ご両親が世界中から集まった大人の学生たちとともに
国際的な環境でスペイン語の勉強をしている間、お子
様たちは当校のジュニアまたはティーンエイジャーのた
めのサマーコースに参加できます。これは言語のレッス
ン、ツアー、アクティビティ、レジャーの融合です。

スペイン語の授業の後は、近くの歴史的な場所を訪れ
たり、数多あるバレンシアの有名なイベントを楽しむ機
会もありますし、ビーチでゆっくりするのも良いでしょう。
ご両親は放課後のお子様たちに会うこともできますし、
ご自身のための大切な時間を楽しむこともできます。

スペイン語プログラム
当校のスペイン語授業は会話を重視しています。コ
ミュニカティブな文脈で学習し練習し、日々の生活
の中で繰り返します。コースは年齢とレベルによって
分けられます。

宿泊
プライベートアパートかホームステイから選択できます。

ホストファミリー
> 友好的で温かいスペイン人家庭
> 交通公共機関を使って学校まで最大 20 分の

　　　距離
> ダブルルームかトリプルルームでの宿泊

（シングルルームもリクエストにより可能な場合
　　  があります）

> 朝晩 2 食付
> お子様たちには、学校へ持っていくためのラ

　　　ンチ付
> 週 1 回の洗濯
> コースを受講されないご家族の宿泊も可能 

　　　（ご家族で 2 人以上の受講が必要です）

プライベートアパート
> 2 〜 6 人のご家族用
> キッチン、TV 付ラウンジ、洗濯機とアイロン 

　　　のあるベーシックで快適なアパートメント
> ベッドリネン（タオルなし）
> 電気、ガス、水道代込み
> 交通公共機関を使って学校まで最大 20 分の 

　　　距離
> コースを受講されないご家族の宿泊も可能

（ご家族で 2 人以上の受講が必要です）

遠足
週末にはオプションで遠足が企画されます。ファミ
リーの方は、ご自身でバレンシア観光をされても他
の学生たちとこの学校が企画するアクティビティに参
加されても結構です。行き先の例としては、サグント、
ペニスコラ、アルテア、レケナ、アルブフェラ、ガンディ
ア、シャティバなどです。

交通
バレンシア到着及び出発の際の送迎手配可能です。

年齢
8～98歳
日程
7月～8月
期間
1週間～8または9週間

夏期プログラム

最高の
夏休みの

経験
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ティーンエイジャー
ティーンエイジャーコースは、14 歳から 17 歳まで
の学生を対象に、全レベルに対応しています。少
人数で学生へのケアが行き届いた授業と、文化的
アクティビティやレジャーと組み合わせています。

団体用プログラム
学校や各団体のご要望に合わせたあなただけの
プログラムの団体用コースを提供します。1 年中、
休暇の間も提供することができます。

その他のプログラム

開講日
スペイン語コース : ご希望のコースの開講日をご確認くだ
さい
セイリング : ６月～９月の毎週月曜日
1週間の授業時間数
6時間のセイリングレッスン
コースの期間
スペイン語コース : 1～36週間
セイリング : 1～6週間 
レベル
全てのレベル
1クラスの学生数
スペイン語コース : 最高10人、平均6人
セイリング : 最大5人のミニグループ
時間割
午前もしくは午後
スペイン語コース : 9:30-13:30 もしくは 14:30-18:30 (変
わる場合があります)
セイリング : 週2日(気候により)
10:00-13:00 15:30-18:30 (変わる場合があります)

セイリングの世界的中心地として有名で、第32回ア
メリカスカップの開催地となったバレンシアは海を
楽しむのに最高の都市です。バレンシアヨットクラ
ブに停泊している私たちの船エスパニョレ号（艇種
Beneteau Platu 25）で学び、船を操縦し、航海します。

船の操縦方法、気象学、海での安全、航海や船舶の
専門用語、ロープワーク、舵のとり方、船上の責務な
どを学びます。

スペイン語とセイリング 夏期プログラム 

あなたと
地中海

詳細は
お問合せ
ください
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留学生リックの 1 日

18:30   午後のアクティビティ
学校にはアクティビティのスケジュールがあって、たくさんの楽しい
アクティビティがほぼ毎日実施されています。アクティビティへの参
加は義務じゃないけれど、是非すべてのアクティビティに参加してみ
て欲しいです！なぜなら他の学生たちと仲良くなれる絶好の機会だ
し、そこでスペイン語を練習することもできるからです。 

 

20:30   共同アパートでの生活
僕は学校から歩いて約25分の学生用共同アパートに住んでいま
す。個室があるほか、ドイツ人の男の子とイタリア人の女の子とアパー
トをシェアしています。僕たちは何時間でもおしゃべりできます……
全部スペイン語で！彼らとはいつでも連絡を取り合うことができる
ので、いつかこの美しいバレンシアで再会しようと計画しています。

21:30   バレンシアの夜 
バレンシアでは、いつも楽しいことが待っています！学校のある平日
の夜は友達と映画やコンサートなどを観に、街の中心地まで出かけ
ることが多いです。学校でも夜の時間帯のアクティビティがあって、
市内観光やフラメンココンサートに行けます。週末には、バレンシア
の素晴らしいナイトライフを楽しみます。芸術科学都市のルンブラク
レのクラブで一杯飲むこと、地元のパーティーに参加すること、これ
は経験しておくべきですね！

09:00   徒歩で登校 
バレンシアの公共交通機関はとても便利だけれど、僕は学校まで
歩いて行くことが多いです。綺麗な公園や道を通って通学するの
が大好きです。

09:30   授業 
どのグループも2人の先生が担当しています。先生のうち1人は9:30
から11:15まで、もう1人は11:30から13:30まで教えてくれます。先生
は僕たちに面白いやり方でスペイン語を教えてくれて、いつでも助け
てくれます。僕のクラスメイトたちは様々な文化圏から来ているの
で、異国文化のこともたくさん学んでいます。.

14:00   昼食 
先生たちは僕のスペイン語学習を助けてくれるだけじゃなくて、バレ
ンシアの最高の場所も教えてくれます。放課後、僕と友達は先生た
ちおすすめのレストランでよく昼食を取ります。僕はパエリアやピン
チョスなどのスペイン料理が大好き！

16:30   宿題 
スペイン語クラスが終わった後の復習として、宿題をやることはとても
大事です。翌日の学校で、先生と一緒に宿題をチェック。ここで僕たち
は、スペイン語上達のために何が必要かを確認することができます。

学生生活
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快適な滞在場所

宿泊先
バレンシアでの滞在場所も手配しま
す。友好的なスペイン人家庭へのホー
ムステイ、共同アパートや個人アパー
ト、設備の整った学生寮から選択でき
ます。

バレンシア、
地中海岸のエキサイティングな
目的地
バレンシアは全てを持った都市であると胸を
張って紹介できます。近代的でありながら、
溢れるほどの歴史と文化を保ち、素晴らしい
ビーチ、リラックスした友好的な雰囲気と出会
うことができる都市です。

バレンシア
での

宿泊先



宿泊

共同アパート
他国出身の学生同士が生活を共にするタイプの宿泊先です。アパー
トには 3 〜 4 部屋の寝室と、共同で使用する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、テレビのあるリビング、
洗濯機とアイロンがあります。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。

共有スペースには 2 週間に一度の清掃が入りますが、その他の面に
おいて、清潔に使用するのは学生の義務です。アパートは学校から、
公共交通機関を使って 20 分以内にあります。

個人アパート
個人アパートは街の中心にあり、学校まで歩ける距離です。

ソファベッドかベッドのある居間と、設備の整ったミニキッチン、洗
濯機があります。シングルルームとダブルルームがあります。寝具
一式と、通常の使用範囲での電気代、ガス代、水道代が含まれて
います。2 週間に一度の共有エリアの掃除が含まれています。
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このことから、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。共同アパートや個人
アパートの環境が良く保たれ
ていることを確認し、宿泊に
関して学生たちをサポートし
ます。

学生が選ぶ宿泊のタイプは？

共同アパート 
31%

個人アパート
3%

ホームステイ 
30%

大学寮
13%

宿泊なし 
23%

宿泊施設は、コース開始（月曜
日）の前日の日曜日の午後 2
時から、コース終了（金曜日）
の翌日の土曜日 12 時まで滞在
できます。

前後泊も料金表に記載の料金
で可能です。

> チェックイン 
日曜日、午後 2 時以降
> チェックアウト 
土曜日、12 時まで

滞在期間中、快適に
感じリラックスするた
めには、満足できる滞
在場所に出会うことが
不可欠でしょう。



 

* 同時にお申込の場合のみ

宿泊先比較

ホテル・ホステル
このような場所の宿泊がご希望でしたら、
予約やアドバイスなどのお手伝いをします。

ホームステイ
スペイン人の家族と生活することは、スペインの習慣を知り、言葉の練
習になり、スペインのライフスタイルに慣れるのに最良の方法でしょう。

あなたが彼らと住んで本当に快く感じるよう、ホストファミリーは細心
の注意を払って選んでいます。贅沢な家庭ではないかもしれませんが、
あなたを温かく迎えてくれるでしょう。ほとんどの滞在先は、学校か
ら交通公共機関を使って 20 分以内の場所にあります。部屋はシング
ルルームかダブルルームで、食事は 3 タイプ（朝食のみ、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。好きなとき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。

大学の寮
学校にも通いやすい地域にある、大学のキャンパス内にある学生寮も
提供しています。部屋はシングルルームかダブルルームで、各部屋に
はバスルーム、電話、エアコン、勉強スペースがあります。

学生寮には共有スペース、テレビ付きラウンジ、24 時間対応の受付、
カフェテリア、食堂、インターネットアクセス、共有キッチンがあります。
希望であれば食堂での食事を付けることも可能で、朝食のみ、2 食付、
3 食付から選択できます。週に一度の清掃、タオルとシーツも料金に
含まれています。

当校では、大学の学生寮のほか、夏期は街の中心にある学生寮への
滞在も提供しています。学生寮は学校から歩いて 15 分、街の中心地
にあります。個人バスルーム付きのシングルルームが 80 部屋あるほか、
学生のための快適な共有スペースがあります。

掃除

立地

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

1 〜 6 人

共同アパート

住宅街

公共交通機関で

20 分（平均 10 分）

自炊

キッチン、洗濯機、
テレビ、共同バスルーム、

ベッドリネン

あり

あり

2 週間毎

ホームステイ

1 〜 4 人

住宅街

公共交通機関で

20 分（平均 10 分）

朝食のみ、
2 食付、3 食付

収納付寝室、
デスクと椅子、

共同バスルーム、
ベッドリネン、タオル

あり

あり

毎週

個人アパート

1 〜 3 人

中心地

徒歩 5 分

自炊

キッチン、電子レンジ、
洗濯機、テレビ、エアコン、

ベッドリネン、タオル

毎週

大学寮

大学エリア

公共交通機関で

25 〜 30 分

自炊、朝食のみ、
2 食付、3 食付

400 人

あり

あり * 

収納、デスク、椅子、電話、
インターネット、エアコン、

バスルーム付の部屋。
食堂あり。

ベッドリネン、タオル

毎週

学生寮（夏期限定）

中心地

徒歩約 15 分

自炊、朝食のみ、
2 食付、3 食付

70 人

あり

なし

収納、デスク、椅子、電話、
インターネット、エアコン、

バスルーム付の部屋。
食堂あり。

ベッドリネン、タオル

毎週

あり

あり * 
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それぞれの

好みに合った

滞在スタイル



アクティビティ
/24/

無料
アクティビティ

アクティビティや遠 足を通じ
て、スペイン文化やスペイン人の
親しみやすさに出会い、バレン
シアの陽気な雰囲気を楽しむこ
とができるでしょう。

授業の内容を理想的に補い、日常生活の中で
会話を練習したり、スペインという国やその文
化を理解し、また人 と々知り合うきっかけにな
るでしょう。

バレンシアではあなたの好きなスポーツをす
る機会もたくさんあります。学校の近くには、
テニス、バスケットボール、サッカー、スカッシ
ュ、エアロビクス、フィットネスのできる施設が
あります。

学校では毎月たくさんのアクティビティを企画
しています。多くは参加無料（1週間に催され
るうち最低4つは無料）で、有料のものでも少
しの参加費で楽しめるようになっています。
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アクティビティに参加して、多国籍の学生の輪に入
り、放課後のバレンシアを満喫しましょう！

> 市内観光
> ウェルカムパーティー
> ビーチでのピクニック
> 博物館見学
> 買い物
> 映画鑑賞
> ダンス教室
> タパス巡り
> セイリング

> パエリアパーティー
> ビーチバレー
> 夕食パーティー
> 芸術科学都市見学
> 歴史地区散策
> スポーツ大会
> 外国語交流会
> 文化ワークショップ
> バーベキュー

1 週間のプログラムの例 無料アクティビティ
有料アクティビティ

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

「スペイン料理」

の言語ワークショップ

学校で映画鑑賞

博物館見学、

または学校で

ダンスレッスン

学生

夕食パーティー
ハティバへ

日帰り旅行

私はアンドレアといいます。
学生たちのためのアクティビティと遠
足の企画を担当しています。

私の仕事は、私たちと一緒にいる間、あ
なたたち学生に楽しく過ごしてもらうこ
と。皆でタパスを試食したり、フラメン
コのダンスを学んだり、街のいろいろな
場所を訪れたり、夜のおしゃべりの会に
参加したりしましょう。そして何より大切
なこととして、スペインのライフスタイル
に馴染みながら、国際的な友達、地元
の友達を作ってくださいね！

市内観光＆

ウェルカム・パーティー

オラ（こんにちは）！



バレンシア

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。

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
つい買い過ぎてしまうか
もしれません。

カテドラル：
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。

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。

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。

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。

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。

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。
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近代
都市

バレンシアはおよそ 80 万人がその魅力ある建物や景色を
楽しみながら住む、国際色豊かで活気溢れる都市です。

見どころは？

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り
合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、目
覚しく発展し、驚くほどの変貌を遂げま
した。

お楽しみは？
• スポーツ : バレンシアは文化的な都市であるだけではなく、
公園や庭園、リラックスしたレクリエーションのための場所が
たくさんある都市でもあります。かつて川が流れていた場所
が、今は街を横断する全長９km の公園に整備され、サイク
リング、ジョギング、ローラースケート等をするのに最適です。

• 美食とナイトライフ： パエリアに代表されるようなバレンシ
アの美味しいものとバラエティに富んだタパスを楽しむことが
できます。バレンシアはナイトライフも充実していて、夜遅く
まで楽しめる多様なスポットがあります。

• ビーチでリラックス： 砂がきらめく広くて開放的なビーチは、
日光浴の場としても、海岸沿いの遊歩道に並ぶたくさんのレ
ストランやカフェに行くのにも非常に人気があります。明るい
日差しと完璧な気温が備わった長い長い１日で、ビーチがエ
キサイティングな場所であることを体験してください。

• 伝統とお祭り： バレンシアで最も有名なお祭りは、3 月に行
われるファジャスと呼ばれる火祭りです。5 日間、街全体が
花火の光や音に包まれ、バンドの音楽と印象的な爆竹の音が
街の魅力をいっそう高めます。お祭りが終わると街は春を迎
えます。

• イベント： Moto GP の決勝ラウンド、オープンテニス等の
開催地であるバレンシアは、その国際的なイベントのために
世界中に知られており、毎年訪れる多くの人々を温かく迎え
ています。

そして、1 年のうち 300 日以上バレンシアを照らす
太陽と、開放的で友好的な人々によって、バレン
シアはスペイン語を勉強する思い出深い日 を々過
ごすのに理想的な場所となっているのです。



到着
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バレンシアへのアクセス
飛行機で
バレンシア市街から 8km 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
リード、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 20 分です。

バスで
バスターミナルは街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あります。

電車で
スペイン中からの電車が、街の中心にあるバレンシア北駅 
” エスタシオン デル ノルテ”
に止まります。学校までは徒歩 10 分です。

宿泊もお申込みであれば、滞在先
の詳細を、到着の 2 週間前までに
お送りします。

送迎サービス
到着時も出発時も、バレンシア空
港や駅、バスターミナルとの送迎 
を手配します。送迎サービスをご
希望の場合は、日時、時刻、場所
と航空便名等を 3 日以上前にご連
絡ください。

School building 2
Carrer/Calle de la Nave, 22

School building 1
Carrer/Calle Pizarro, 10

地下鉄で Colón 駅から（３番線、５番線）

バスで 中心地に止まる全てのバス停から
(Pintor Sorolla, Calle de la Paz, Calle Colón)
      見所                  ショッピングエリア                        徒歩5分

学校へのアクセス

授業初日の月曜日は、朝 8 時 30 分に登校してください。 

全くの初心者以外の学生は、8 時 30 分から筆記と会話
のレベル分けテストが始まります。筆記テストは事前に
オンラインでも行えます。

その後全員オリエンテーションに参加し、他の学生や教
職員と顔を合わせ、学校や街に関する様々な情報が案
内されます。

テストが終了したら、レベルに応じた教科書と時間割を
受け取ってください。授業はその日から始まります！

午後は、学校が企画する市内観光があるので是非参加
してください。他の学生と親しんだり、街や学校の周囲
に慣れる良い機会です。

授業初日



Madrid Barcelona

Valencia

Valencia

www.spainryugaku.jp
info@spainryugaku.jp

スペイン・中南米への留学はスペイン留学.jp

お問合せは
こちらから

06-6346-5554 06-6110-5122
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2-5-8 千代田ビル西別館 2F
osaka@spainryugaku.jp

大阪
本社

03-6869-6435 03-6893-3931
〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町17-1　日本橋ロイヤルプラザ706
tokyo@spainryugaku.jp

東京
営業拠点

052-766-6406 052-766-6315
〒451-0045　愛知県名古屋市西区名駅2丁目34-17 セントラル名古屋711
nagoya@spainryugaku.jp

名古屋
営業拠点

092-517-9535 092-518-1354
〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目19番17号
トーカン博多第5ビル511号室
fukuoka@spainryugaku.jp

福岡
営業拠点

4つの都市に相談窓口
お電話・メールでまずは
お気軽にご相談ください。

無料カウンセリングも実施

東京

大阪

名古屋

福岡


