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   豊富なコースタイプ： 

一般スペイン語、 

DELE検定試験対策、 

目的にあわせたスペイン語 

（ビジネス、医療分野等）、 

講師宅でのスペイン語。

効率良く楽しい授業！
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皆さんのCLICでの授
業料の一部はルワン
ダの子供たちに食料
や医療、教育関連アク
ティビティーを与える
MUSEKEアソシエ
ーションの活動に寄
付されます。AyudAmos A AfricA

www.asociacionmuseke.org



実生活に役立つリアルなスペイン語を指導

CLICで体験 
実践しながら 
じっくり学ぶ 
スペイン語

スペイン語の
学習、理解を
深めるたの 
無料クラスと 
チュートリアル

少人数制で活
気溢れるクラ
ス、最新のテ
クノロジーを
完備

講師とコース
主任による 
サポートと 
モニタリング

講師とコース
主任による進
度のチェック 
とレポート 

ヨーロッパ 
語学水準 
レベルに沿っ 
た8レベルを 
年間を通じて 
開講

豊富で面白い
内容のカルチ
ャーアクテビ
ティーを毎日
開催 

CLIC Ih          3



  International House World Organisationのメンバー：60年に渡り語学教育の最先端を走り続けている世界的な組織の認定校。 

  IALC (International Association of Language Centres) のメンバー：世界的に有名な世界語学学校協会の認定校。

  セルバンテスセンターの認定校でDELE検定試験の試験開催校。  

  EAQUALSのメンバー：教育、施設、運営などの水準をチェックするヨーロッパ優良語学学校協会の認定校 (セビリア校)。

4          スペイン語コース



教育の革新への探究精神は 
世界的にも有名。

多国籍出身の 
丁寧でダイナミックなスタッフ。

教えることに情熱を注ぐ 
経験豊富な講師陣。

スペイン語のブログなど 
SNSでの情報発信。

30年以上に渡り 
革新的なスペイン語教育法を 
常に探究、スペイン語教育の 
最先端を誇り続ける
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6          スペイン語コース

スペイン語インテンシブ20   
一番人気のコース
週20レッスンコースは各クラス6-10人、
多国籍の少人数制でスペイン語の理解
とスキルを高めるのに効果的なコース
です。

スペイン語 
スーパーインテンシブ30レッスン   
時間を効率的に活用！ 
スペイン語週30レッスンのコース。短期
滞在の方にお勧め。限られた時間を効
率的に活用し、出来るだけ早く上達した
い方に。レッスンは午前中4レッスンと
午後2レッスン（午後のレッスンは5-8人
のミニグループ）。  

スペイン語インテンシブ 
グループ20レッスン 
+プライベート5-10レッスン 
要望にあわせたコース！ 
スペイン語インテンシブ20レッスンに
プライベートレッスン（週5-10回）を加
え、各生徒のニーズに合わせて学べる
コース。

スペイン語プライベートまたは
セミ・プライベートレッスン 
皆様のご要望に対応いたします！
スペイン語プライベートレッスンは年間
を通じていつでも受講可能で具体的な
目的やニーズに合わせたレッスンをご
希望の方にお勧めしています。 

初心者     
A1

初級     
A1

全中級     
A2

中級     
B1

中上級     
B2

上級     C1

最上級   
C2

学習修了者級  
C2

オンラインでスペイン語
レベルチェック！
www.clic.es/cn/spanish-level-test

CLIC Ihのレベル

年齢制限    17+     レベル    A1    >    C2     コース開始： 毎週月曜日 

スペイン語コース  
当校のスペイン語コースは、会話、リスニング、読解、筆記の全てのコミュニケーションのスキルを高め、充実させるよう

考えられています。当校では、ダイナミックで、相互コミュニケーションが高く求められ、生徒主体でやる気が起こるような

教育方針に基づいて指導を行っています。各クラスは6人から最大でも10人までの少人数制です。また、少なくとも週3回

の社会文化活動（オプションまたは無料）が開催され、授業外でスペイン語を学び実践できる機会を設けています。

当校では初心者A1から学習修了者級C2までの全8レベルを年間を通じて開講し、コース初日のレベルテスト（筆記、口

頭）の結果を元にそれに順ずるレベルのクラスで学んでいただきます。

インテンシブコース
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スペイン語試験 
対策コース 
DELE検定試験対策コース  
政府公式認定資格DELE合格の鍵 
このコースには、スペイン語インテン
シブコース週20レッスンと精鋭の講師
による試験の傾向と対策、テクニックを
学ぶクラスが週10レッスン含まれてい
ます。
注：CLIC Ih セビリアとカディスはDELEの対策コースセ
ンター及び試験会場です。

ビジネススペイン語 
マドリッド商工会議所認定のコースで、
ビジネス、マーケティングやコミュニケ
ーションの分野の専門用語やスキルを
学びます。

セビリア校のみ開講

大学入学準備スペイン語  
スペインの公立大学入学を視野に置い
た36週間のコース。スペイン語コース
に加え、大学入試の対策プログラムとチ
ュートリアルが含まれています。

セビリア校のみ開講

  

 

年齢制限    17+     レベル    A1    >    C2     

コース開始日と料金は 
年間カレンダーを 
ご参照ください。



8          スペイン語コース

50歳以上の学習者向けコース 
当コースはこれまで10年以上に渡り好
評を得ているコースです。このコースに
はご受講になる世代の生徒の皆様の 
ニーズにあわせたカルチャープログラム
を行い、ワインティスティング、美術史の
クラス、スペインの食文化、フラメンコ
等、その他豊富なテーマを取り扱った興
味深い内容の特別アクティビティーを
行います。このコースは年間数回のコー
ス開始日が設定されており、期間は2週
間です。

講師宅でスペイン語 
一日中スペイン語 
週20回のプライベートレッスン。プライ
ベートレッスンを受講する講師の自宅に
滞在、スケジュールはご都合に合わせて
柔軟に対応可能です。1週間より受講可
能なスペイン語にじっくり浸るプログラ
ムには、レッスンの他に講師宅での1日
3食付滞在、空港の送迎が含まれていま
す。年間を通じていつでも受講可能。

スペイン語とフラメンコ 
魅惑的なスペイン文化を代表するフラ
メンコ音楽とダンスを通じてスペイン語
を学ぶことの出来る素晴らしい機会で
す。プロのフラメンコダンサーの指導の
下、フラメンコの定義とテクニックを学
ぶことが出来ます。

セビリア校のみ開講

スペイン語とサーフィン   
内に秘めたサーフィンへ魂を発揮！ 
カディスにはサーファーにとって絶好の
コンディションに恵まれているビーチが
たくさんございます。 このコースでは、
スペイン語とあわせてサーフィンも学ん
でいただけます。スペイン語週20レッス
ンと、1回 90分のサーフィンのレッスン
が週2回受講できます。 
サーフィンしましょう！ 

カディス校のみ

スペイン語と 
企業インターンシップ 
多文化の中で研修を積み、国際的なビジ 
ネスのネットワークを 得ることができる 
貴重な機会です。
研修先でのインターンシップを通じて、
スペインで職業研修が出来るだけでな
く、仕事で使うスペイン語を 学ぶ事がで
きます。このコースには、スペイン語レッ
スンが2－4週間とスペインの企業での
無給インターンシップが8-16週間含ま
れています。研修先はマーケティング、
出版、法律関係、工業、観光業、輸出入業
など様々な分野がございます。 
 

現地在住者向けスペイン語   
エクステンシブコース
2レッスン90分のクラスが週2レッスン、
セビリアまたはカディス在住外国人向
けのコース。大学に留学中の学生や、 
スペインに長期滞在している方で学業や
仕事などと組み合わせ可能なペースで
スペイン語の上達を図りたい方に最適
のオプション。
DELEやビジネススペイン語受験を目指
す現地在住の方にもお勧めです。

年齢制限    50+    レベル    A1    >    C1     

年齢制限    17+    レベル    A1    >    C2     

年齢制限    18+    レベル    A2    >    C1     コース開始：毎週月曜

年齢制限    17+    レベル    A1    >    C2     コース開始:年3回

Spanish language
and culture 
courses for  
the over fifties 

Curso de lengua  
y cultura española 
para mayores de  
50 años

Centro de Lenguas e Intercambio Cultural

シニアコース専用のパンフレットが 
ございます。

スペシャルコース
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コース開始日と料金 
は年間カレンダーを 
ご参照ください。



10          スペイン語コース

DELE対策
DELE検定試験合格を目指した 
4週間のコース。
DELE試験官でもある当校講師と試験
の対策とテクニックを週10レッスンで
学ぶ。

医療分野スペイン語
医療分野に従事する方が患者と会話が
出来るのに必要な会話能力をつけるた
めに学ぶ週10レッスンのコース。特にス
ペイン語圏の医学専門用語、医療や薬
についてのテーマを中心に学びます。
セビリア校のみ

文法と会話 
10レッスン
一クラス最大8人のミニグループで文法
と会話を学ぶ追加10レッスン。 
年間を通じて毎週月曜日開講。

ビジネススペイン語  
10レッスン  
ビジネススペイン語を学ぶ週10レッス
ンのワークショップ。各グループは最大8
人。年間を通じて毎週月曜日開始可能。 
セビリア校のみ

年齢制限    17+    レベル    A1    >    C2     

Clictalk:  
Skype のセッション   
どこからでもお望みのレッスンを
Skypeを通じて当校講師と行う、 
30分のプライベートセッション。
お申し込みは3セッションから。年間を
通じていつでも受講可能。

組み合わせて受講可能なコース、ワークショップ

大学単位交換 
CLICでは主に北米の大学と単位交換
の提携を結んでいます。
日本の大学でも受講可能な場合もご
ざいますので詳細は当校まで御問い
合わせ下さい。

Erasmus プラス
CLICではスペイン語と英語の教師
養成（CELTAとFELE）コースでも長年
の経験を有し、当校はヨーロッパの
Erasmus Plusの学生や、教育奨学金を
申請する社会人向けのECAのデータ 
ベースに登録されています。

年齢制限    18+    レベル    A2    >    C1     コース開始： 毎週月曜日 

グループ向けプログラ ム
完全にニーズに合わせたプログラム
中学、高校、大学等の生徒さんのグループ向けに行う1-2週間の 
プログラムで、担任または講師が引率します。興味のある方は当校
までお見積もりとプログラムについてお問い合わせ下さい。

コース開始日と料金は 
年間カレンダーをご参照ください。



CLIC Ih          11



12          スペイン語コース

セビリアで過ごす 
スペイン語ホリデー  
芸術、伝統、都会の冒険
ティーンエイジャーを対象にした夏期
2-4週間限定の週20レッスン、スペイン
語インテンシブコース。 
このコースにはガイド付きの名所訪問、
宝探し等のアクティビティーや遠足（半
日、終日各週1回）などが盛り込まれた
レジャー、カルチャープログラムが含ま
れています。他に1日3食付のホストファ
ミリー滞在が含まれており、オプション
で空港の送迎サービスもご利用いただ
けます。 

カディスで過ごす 
スペイン語ホリデー  
自然とマリンスポーツと伝統。
ティーンエイジャー向けコースは6-8月
まで開講し、2-6週間の受講期間でスペ
イン人のホストファミリーで1日3食付の
滞在、または海に面した学生レジデンス
での滞在オプションからお選びいただ
けます。楽しいアクティビティー満載の
プログラムにはマリンスポーツ、サイク
リング、サーフィンやカイトサーフィン等
がございます。オプションで空港の送迎
サービスもご利用いただけます。

Spanish courses 
for teenagers
Summer and Spring Courses 
High school immersion programme 
Spanish at the Teacher’s Home

Centro de Lenguas e Intercambio Cultural

Cursos de español para jóvenes

ティーンエイジャー 

現地高校通学 集中プログラム

15-17歳の生徒対象の18週間のコースで、現地の高校に通学、スペイン人のホスト
ファミリーに滞在します。この集中プログラムでは、現地の高校に通学しながら流暢
なスペイン語レベルに到達する事ができます。

セビリア校のみ

年齢    15/17    レベル    A1    >    C1    

年齢    13/17    レベル    A1    >    C1    年齢    14/17    レベル    A1    >    C1    

夏休みコース  
セビリア 
と 
カディス
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ティーンエイジャー向けコースの 
専用パンフレットをご希望の方は 
当校までお問い合わせ下さい。



セビリア

カディス

若年層17/29歳

36 %

38 %

ジ
ュ
ニ
ア

13/17歳

12 %

25 %

シ
ニ
ア

50歳以上

12 %

10 %

大人
30/50歳

40 %

27 %

平均年齢

当校の生徒

17 %15 %
米国／カナダ

10 %10 %
イギリス

12 %6 %
フランス

4 %
韓国

13 %12 %
ドイツ

12 %9 %
オランダ

8 %6 %
イタリア

5 %4 %
ロシア

12 %9 %
スイス

6 %5 %
東欧

4 %
ブラジル

5 %
日本

5 %11 %
その他

生徒の国籍 }

月間平均生徒数180-220人 20-80人

CLICで教えている他の言語

当校スタッフの国籍

25  から 28人

平均年齢
35 歳

40 % 60 %

5  から 8人

平均年齢
30 歳

50 % 50 %

100 %
が大学の学位取得者及び

教師養成コース修了者。そのうち

25 %
がEL2

（第二外国語としてのスペイン語）
のマスター修了者

当校の講師

質の高い
サービスを保証するため

生徒4人に対しスタッフ1名が対応

5－10人

各ク
ラスは

自習室と
マルチメディア・ルーム

車椅子の方へのアクセス

休憩無しの営業時間は
9時から21時（金曜は20時）まで
月曜日から金曜日平日毎日

無線LAN

35 9

全教室インタラクティブ・ボード
（PCと連動した黒板）完備。

セビリア

バベルの塔のようなパティオ

当校のエッセンスが詰まった場所。

毎日友達と集まり、
楽しく語らう場。

リラックス・チェアと
ミニ・プール付きの

500 m2の
屋上テラス

カフェ、紅茶： 1,10 €
コカコーラ Zero： 1,10 €
アクエリアス： 1,10 €

フレッシュオレンジジュース： 1,30 €

人気ドリンクベスト5:

スパニッシュ・オムレツTortilla： 2,50 €
ガスパチョ: 3,50 €

オリーブオイル、生ハムとトマトのトースト： 1,50 €
軽い昼食： 4,00 €

人気のメニュー:

バル Las buenas lenguas
クラスの合間に美味しいものでエネルギーを充電するのに最適な場所。

語学専門書店
当校生徒には特別割引が適用されます。

カディス

バル Acacias
当校の正面にカディスで人気のバル
があり、当校の生徒さんは地元の人々
に交じって、オリーブオイルと生ハム
のトーストなどの美味しい朝食を召し

上がっていただけます。
タパスの平均価格：
なんと2 €！
お得です！

14          スペイン語コース
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アクエリアス： 1,10 €

フレッシュオレンジジュース： 1,30 €

人気ドリンクベスト5:

スパニッシュ・オムレツTortilla： 2,50 €
ガスパチョ: 3,50 €

オリーブオイル、生ハムとトマトのトースト： 1,50 €
軽い昼食： 4,00 €

人気のメニュー:

バル Las buenas lenguas
クラスの合間に美味しいものでエネルギーを充電するのに最適な場所。

語学専門書店
当校生徒には特別割引が適用されます。

カディス

バル Acacias
当校の正面にカディスで人気のバル
があり、当校の生徒さんは地元の人々
に交じって、オリーブオイルと生ハム
のトーストなどの美味しい朝食を召し

上がっていただけます。
タパスの平均価格：
なんと2 €！
お得です！

統計と実態
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身も 心も 
スペイン語
社会・文化集中プログ ラム  

  徒歩または自転車で市内散策ガイドツアー。

  美術館訪問。

  フラメンコ鑑賞。

  映画鑑賞。

  スペイン人学生と外国人学生の語学交流会。

   近郊の主要な都市への終日または泊りがけの遠足： 
コルドバ、グラナダ、ロンダ、モロッコ、ポルトガル等。

   スペイン料理クラス：自分で調理し、試食しながら 
スペイン語を使いましょう。
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語学交流とスペイン語の

アクティビティーは 

語学の習得と上達には 

欠かせません。
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セビリア 色彩と文化

セビリアは世界中の観光客、学生にとってヨーロッパの有名な観光都市、 

留学先の一つです：セントロと呼ばれる旧市街地は世界でも最高水準の保存状態と色彩豊かな建

造物がございます。セビリアの街での滞在は何世紀にも渡り、気品溢れるアラブの文化、洗練された

ローマ王朝、ジプシーの精神などの異文化が共存してきた歴史をたどるまさに旅のようなものです。

大学生の
数
84000人
のコンサートホール
とシアター
12ヵ所以上
住民一人当たりの
バルの数
150軒

オレンジの樹の数
75000本

年間晴れ日数
300日
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セビリアに不可欠なもの：それはその人々です。気さくでオープンで、他の地域人たち同様、伝統を守り、 
スペインのライフスタイルを全うしながらも現代のライフスタイルや流行も柔軟に取り入れる人たちです。
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カディス エキゾチックで魅力ある街

海岸市内4km
に広がる

カイトサーフ南ヨーロッパ
のサーフィン天国

カーニバルスペイン国内で
最も有名なお祭り

アフリカ
まで14 km カディスは本物のアンダルシアのエッ

センスを捜し求める外国人観光客達に

はまだよく知られていないスペインの

街の一つです。 

海岸沿いのエリアは観光客が集まりすぎない 

ように規制が敷かれており、自然そのままの 

ビーチが守られた場所で、本物志向の人々に 

人気のスポットとなっています。
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この半島の街は 
今から3000年前に 
創られた 
ヨーロッパで 
最も古い街です。



カディスはまた格別に美しい夕日が見る事が出来、南ヨーロッパでも有数のchiringuitosと呼ばれる海の家をお楽しみ
頂ける場所です。旧市街地は歴史的に様々な文化が融合してきたエキゾチックな雰囲気と他に無い魅力を有し、街の
人々はユーモアのセンスが抜群な事はとても有名です。
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現地スペイン人と外国人生徒との 
共同生活。 

  フラットシェア 
シェアフラットのオプションはプライバシーと自立した生活ス
タイルを保ちながらスペイン人または外国人との共同生活を
経験することができます。このオプションでは自室以外に、 
フラットにある共有部分の利用と自炊が出来るようキッチン
の利用も可能です。

スペイン人の家庭的な生活と家庭料
理が楽しめるアットホームな滞在を。

  ホームステイ 
当校のホストファミリーではあらゆる世代の学生を受け入れてお
り、1日3食または2食（朝・昼食）が付いています。お部屋のオプション
はシングルまたはダブル（ご家族、ご友人等といらした場合に選択可
能）で、オプションで専用バスつきのお部屋をお選びいただくことも
可能です。

国際的な学生生活を 
最大限に楽しみたい方に。

   CLIC学生寮 
市中心部にある、家具調度品完備の学生寮。バス・トイレは共
用または専用両オプションございます(シングルまたはダブル
10から 15室)。

滞在先
セ

ビ
リ

ア

当校CLIC Ihでご案内する滞在先は、当校のスタッフにて事前にチェックを受けています。 
学校からは徒歩で最大20分圏内の学校から近い場所にございます。
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   サンタ・アナ ア パートとスタジオ  
当校から徒歩わずか8分のアラメダ地区にあるアパートはワ
ンルームまたは寝室が1室のアパートです。

セビリアで今一番おしゃれなエリアで
モダンなデザインと快適さをお 
楽しみ下さい。

CLIC Ih          23



現地スペイン人と外国人生徒との 
共同生活。 

  フラットシェア 
シェアフラットのオプションはプライバシーと自立した生活ス
タイルを保ちながらスペイン人または外国人との共同生活を
経験することができます。このオプションでは自室以外に、 
フラットにある共有部分の利用と自炊が出来るようキッチン
の利用も可能です。 

スペイン人の家庭的な生活と家庭料
理が楽しめるアットホームな滞在。

  ホームステイ 
当校のホストファミリーではあらゆる世代の学生を受け入れ
ており、1日3食または2食（朝・昼食）が付いています。お部屋
のオプションはシングルまたはダブル（ご家族、ご友人等とい
らした場合に選択可能）で、オプションで専用バスつきのお部
屋をお選びいただくことも可能です。

カディスのど真ん中。
   CLIC学生寮

カディスの中心部の閑静な歩行者エリアにあるアットホーム
な寮。趣たっぷり、エレガントで伝統的な建物には広くて明る
い快適なお部屋に滞在できます。滞在には朝食のみまたは1
日2食（朝・昼食）付きです。

カ
デ

ィ
ス

滞在先
当校CLIC Ihでご案内する滞在先は、当校のスタッフにて事前にチェックを受けています。 
学校からは徒歩で最大20分圏内の学校から近い場所にございます。
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気ままにお好きなようにどうぞ

素晴らしいオーシャンビューの
若者に最適な滞在先

  一人暮らし用アパー ト
1部屋もしくはそれ以上の部屋がある数々のアパートからお
選びいただけます。家具調度品完備。カディスの中心部にご
ざいます。

  若者向けキャンパス滞在 
若い学生さん向けのキャンパスでは快適で安心の滞在。カデ
ィスの海岸沿いにあり、当校までわずか500mの距離です。
オーシャンビューのお部屋はシングル、専用バス付きです。
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Acacias

是非御問い合わせ下さい 
お問合せ・お申し込み
Albareda, 19 
41001 Sevilla, España
T +34 954 502 131 
F +34 954 561 696
E clic@clic.es  (代表) / japan@clic.es (日本語)

  clic.international.house.seville 

  セビリア

  カディス

C/ Acacias, 13 
11007 Cadiz, España
T +34 956 255 455 
F +34 956 259 260 
E  clic@clic.es  (代表)  

japan@clic.es (日本語)
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セビリア

カディス

Sevilla y Cádiz

CLIC Ih Sevilla

Barcelona

Madrid

Sevilla

ESPAÑA

Cádiz

Sevilla

Málaga

Jerez
Cádiz

Centro de Lenguas e Intercambio Cultural

皆様の当校代理店: 


