
San Sebastián

サン・セバスティアンの
スペイン語学校
学んで、話して、そして……楽しもう！！



「先生方が初日から会話をす
るように働きかけて下さった
ので、短い期間で話せるよう
になりました。」

Dahye Kim さん
28 歳
客室乗務員
南揚州市
大韓民国
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世界中へスペイン語を教えて25年
私たちの言語教授法は、コミュニケーション能力
を伸ばすことを念頭に考案されています。

IHラクンサの指導方法は、教室の中でも外でも実際
に話をすることに焦点をあてています。そして学生
のみなさんがスペイン語のコミュニケーション能力
を伸ばすお手伝いができるよう、日々活動していま
す。スペイン語習得成功の秘訣は教師陣の指導法に
あります。クラス内では学生のレベルにかかわらず、
レッスン初日からスペイン語だけで授業をしていま
す。

IHラクンサへようこそ

優れた教師陣

• 教師はみな経験豊富で必要な知識と訓練を重ね、スペイ
ン語教師として公認されています。

•  IHラクンサの『IH（インターナショナルハウス）教師養成ク
ラス』の全課程を終了した志願者の中から選りすぐりの
教師が担当しています。

•  様々なセッションやセミナーに参加し、継続して最新の語
学の教授法や習得方法を取り入れています。

•  インターナショナルハウスの学会への出席、教育学の会合
や講座へ参加するなど、常に外部へと目を向けています。

IHラクンサの言語教授法とは

• インターナショナルハウスによる明快で確かな教育シス
テムを採用。常に最先端の語学教育・習得方法を導入し
ています。

• 教育スタッフは、それぞれがベテラン教師、人材育成チー
ム、学習指導ガイドなどによるサポートを受けながら協
力、調整を行っています。

• 授業は独自の教育課程に基づき考案され、それは
MCER（注1）のレベルシステムとセルバンテス文化セン
ターの教育課程に対応しています。

• 教室では、学生1人1人に合わせたフォローを毎日行うこ
とに加え、15日ごとに試験を実施し、継続して評価をして
いきます。

当校の特徴

• 効率がよく、かつ効果的な指導
• 専門の訓練を受けた教師陣
• 当校学生はスペイン語全般の公的試験に高い確率で合格

D.E.L.E (Instituto Cervantes), マドリード商工会議所検定試
験（Certificados de la Cámara de Comercio de Madrid）

* 注1：ヨーロッパ言語共通参照枠（Common European 
Framework of Reference for Languages : Learning, 
Teaching, Assessment.Strasbourg : Council of Europe, 
2001）のこと。スペイン語では、El Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, 
Evaluación、MCERという。



「IHラクンサはとてもしっかり
と組織された学校で、色々な
人と知り合う様々な機会を提
供してくれました。家族や友
人にもこの学校を薦めようと
思っています。」

Tyler Baxley さん
25 歳
教師
カリフォルニア州
アメリカ合衆国
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当校の実績

学生の出身地は？
 
IHラクンサには様々な年代の学
生が学びに来ていますが、出身
国も同じくらい様々です。

IHラクンサの25年のあゆみ
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スペイン語部門を設立

スペイン語学校
現在の場所に移転

スペイン語学校
運営の拡大

インターナショナル
ハウスへの加入
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「私は全くの初心者で習い始
めましたが、3ヶ月後にはスペ
イン語圏の大学で学べるまで
になりました。IHラクンサで
はただスペイン語を教えるの
ではなく、スペイン語が大好
きになるような指導をしてく
れます。」

Ariane Schneidey さん
19 歳
経済学部学生
ムードン市
フランス
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インテンシブコース
少人数のグループで、月曜日から金曜日まで、1日4レッスンを行い
ます：最初の2レッスンは言葉の意味や働きについて学び、次の2
レッスンでは新しく習った言葉や文章を使って、実際に練習してい
きます。スペイン語を習得するために効率的で柔軟な方式です。

• 毎月曜日に開始します。

• どの週からでも始められます。

• すべてのレベルに対応しています。

インテンシブ 20
1週間に20レッスン、グループでの集中レッスンです。

インテンシブ 20+5 / インテンシブ 20+10
1週間に5レッスンまたは10レッスンの個人授業を通常のレッスン
に追加して受けられます。通常のグループレッスンの後、更に掘り
下げて学びたい、より多く学びたい学生向けです。

インテンシブ 30
午後の『ミニ・グループ』でのレッスンを1週間に10レッスン追加し
ます。スペイン語レベルを更に強化、向上させることができます。

一般コース
IHラクンサのコースはMCER（ヨーロッパ言語共通
参照枠）の語学力評価基準に基づいて展開していま
す：初級/A1/A2/B1/B2/C1/C2

それぞれのコースのプログラムとレベルは、MCER（
ヨーロッパ言語共通参照枠）を基礎としているだけで
なく、セルバンテス文化センターの教育課程も採用し
ています。これは、セルバンテス文化センターがそれ
ぞれのレベルに沿った内容と目標を企画、展開してい
る課程です。

 1レッスンは45分間で

3ヶ月コース
すべてのレベルに対応。インテンシブ 20と同じ内容ですが、最短
で10週間、最長で15週間学ぶコースで、1月、4月、6月、9月に開
講します。とてもお得な料金設定となっています。

プライベートレッスンコース
学生のニーズに応じた内容でレッスンを行います。学生個人に合わ
せて学習、実践を重ねることができるクラスを企画します。また、
もしご希望であれば、ご友人、ご家族と一緒に学べるコースの内容
をご提案することもできます（1グループ6名様まで）。

D.E.L.E 受験準備コース
（セルバンテス文化センターによる公式試験）

IHラクンサのD.E.L.E受験準備コースは、通常の午前中に行
われるグループでの集中コースと、試験準備コースとを組み
合わせて行っています。試験準備のためのレッスンでは、試
験問題の内容確認、実践、試験合格のための方策を、対応す
るレベルに沿って行います。以下のレベルについては、セルバ
ンテス文化センターの公式試験会場として、当校にて試験を
実施しています。

• B1 UMBRAL

• B2 AVANZADO

• C1 DOMINIO OPERATIVO EFICAZ 

スペイン国内の他の
インターナショナルハウスでの学習
スペイン語を学びながら、バルセロナ、カディス、マドリード、パル
マ・デ・マジョルカ、セビーリャ、バレンシアなどの他の都市の魅力
を味わうことができます。
組み合わせて受講したい場所と期間をお選び下さい。



「IHラクンサはとてもプロフェ
ッショナルな学校です。それ
は先生方の高い指導力による
ものだと思います。先生方は
長年培った指導方法を活か
し、1人1人の学生のニーズに
合わせながら学習を進める術
を心得ているのです。

Henning Kure さん
39 歳
教師
オスロ市
ノルウェー
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企業での実践スペイン語コース
（必要なスペイン語レベル：B1以上）

地元企業での実習を行うことにより、一般集中コースの総仕上げ
を行います。

•  実習する仕事に備えて準備をするお手伝いをします。

• 学歴、職歴を考慮して企業をお選びします。

•  労働市場におけるグローバルな視点を身に付けられるよう、3
回の面接試験を受ける機会を設けます。

ビジネススペイン語コース
（必要なスペイン語レベル：初級以上）

午前中のグループ集中コースと午後のプライベート・ビジネススペ
イン語クラスです。最短開講期間：2週間より

IHラクンサでは、マドリード商工会議所の教育機関「Cámara 
Oficial de Comercio de Madrid」の協力校として、同機関が
マドリードのアルカラ大学と連携した公認試験を実施しています。
コースの最後に希望があればこの試験を受けることができます。 
（受験に必要なスペイン語レベル：B2以上）

エグゼクティブのための
ビジネススペイン語コース

（必要なスペイン語レベル：初級以上）

できるだけ短い期間でスペイン語を習得したいプロフェッショナル
コースです。週に40クラスのプログラムは学生のニーズに応じて
計画されます。

1日1回、教師が同行する食事会（昼食または夕食）を楽しみながら
必要な経験を積むことができるプログラムと組み合わせています。

ビジネスコース

写真：教授法・教養コースの様子
Natalie Spiessberger 先生

特別コース

教師向けコース

教授法・教養コース
（必要なスペイン語レベル：B1以上）

スペイン文化とスペイン語に関する最新の知識を身に付け、一層
の向上を図りたいスペイン語教師のためのコースです。日々変化す
る最新の教授法を取り入れることができます。

• スペイン語を母国語としない方で、スペイン語教師をしている
方向きです。

•  今後、ご自身の授業でも使用していただけるような教材と教授
法をご提供します。

スペイン語教師養成コース
（スペイン語を母国語としない方 / 必要なスペイン語レベル：C1以上）

スペイン語指導を始める第一歩を踏み出すため、また教師として
の知識を身につけ、またそれをより深めるために必要な技能をこ
のコースで見出し、向上させることができます。コースは120時間
の授業からなり、教授法、言語分析のほか、指導の実践をボラン
ティアの学生と行います。

•  UB Virtual-Unversitat de Barcelona（バルセロナ大学バー
チャルキャンパス）により認・証明されたプログラムです。

• コースは2種類あります。 
 4週間の集中コース 
 4ヶ月の長期コース



「サン・セバスティアンはスペ
イン語を学び、またたくさんの
人と知り合うには理想的な所
だと思います。とても明るく親
切な地元の人々に囲まれ、ま
るで家にいるかのように過ご
すことができました。」

Federico Ballatore さん
21 歳
医学部学生
ローマ市
イタリア
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家族みんなでスペイン語を学びましょう！
IHラクンサでは、各家族のご要望に沿った、柔軟かつ楽しさいっぱ
いの、オーダーメイドのご家族向けプログラムをご用意しています。
例えば、お子様がジュニア向け夏休みコースやキャンプに参加して
いる間にご両親はプライベートレッスンで学ぶ、または成人向けの
一般スペイン語コースに参加する、などということもできます。
ご家族みなさんでスペイン語を学び、異文化を楽しむという貴重
な体験をしてみませんか？

LSC IHラクンサ夏期キャンプ
7歳から15歳までの青少年を対象としたキャンプです。
ここでは世界中から来た学生やスペイン人と話すことで、明るく親し
みやすく、また教育的な環境の中、スペイン語はもちろん、英会話の
訓練もすることができます。
•  1週間に20レッスンを行います。
•  午後の時間はすべて、エネルギッシュで活動的なアクティビテ

ィ・プログラムをご用意しています。
•  週末ごとに2つのツアーがあります。
詳細はお問い合わせ下さい。

ティーンエイジャー向け夏期コース
14歳から17歳のティーンエイジャー向けコースです。一般スペイン
語コースと、アクティビティが含まれます。
•  コース内容：月曜日から金曜日まで1日5クラス
• アクティビティ：1週間のうち3回、午後に行います。また、土曜

日ごとに日帰りツアーがあります（祝祭日のツアーを除き、費用
は含まれています）。

• プログラムの指導責任者は学生1人1人について講座やアクティ
ビティの調整、ご家族との連携にあたります。

• 宿泊は厳選されたホームステイ。3食付です。

ファミリープログラム

団体＆若者向けコース

グループコース

キッズ＆青少年向けコース

団体コース（1週間から）
まさに『オーダーメイド』のコースを企画、ご提供致します。
それに加え、滞在期間中のコース以外のこともお任せ下さい。
（自由時間でのアクティビティ、宿泊施設、グループの送迎）



サン・セバスティアン
同じ場所でこんなにたくさんの選択肢をご提供できる都市はそう
多くはありません：洗練された入り江、優美な３つの海岸、端正な
山々が3カ所など、息をのむほど美しい風景の数々……そんな風
景が街の中心からすぐ近くで楽しめるのです。

サン・セバスティアンは世界に名立たる美食の街のひとつとして知
られています。ピンチョスをバスク地方のシドレリア（リンゴ酒、
シードルの蔵元）で味わうツアーに出かける、またはミシュランの
星付きレストランに夕食を食べに行くなど、他ではできない体験を
しにサン・セバスティアンに来ませんか？

サン・セバスティアンは、地元のお祭り、夏の花火大会のセ
マナ・グランデ（Semana Grande）、カーニバル、聖セバ
スティアンの祭日、シードルの日などと共に、ジャズ・フェス
ティバル（Jazza ld ia）やサン・セバスティアン国際映画祭
（Zinemaldia） など、有名な国際音楽祭や映画祭の開催地とし
ても知られています。

活気ある文化アクティビティに参加すれば、年齢に関係なくすべ
ての人が何かを見つけることができる、サン・セバスティアンでは
そんな体験ができます。さらに、学校のすぐとなりに新しくできた
『Tabakalera』という建物では、国際現代アートセンターとし
て様々な活動が行われています。

2016年、ドノスティア / サン・セバスティアンが
欧州文化首都に選出されました。

サン・セバスティアンは、文化の発展のた
め、また音楽、ダンス、演劇、映画祭、か
わるがわる行われる祭りや展示会などの
幅広い活動を通した社会の結びつきを強
めるため、450を超える継続した戦略的
プランに取り組んでいます。

12

各地へのアクセス：
• バスで25分以内：フランス
• バスで1時間以内：ビルバオ 
（グッゲンハイム美術館）

• バスで6時間以内：バルセロナ
• バスで45分以内：パンプローナ 
（サン・フェルミンの牛追い祭りで有名）

• 車で2時間以内：ラ・リオハ州、ピレネー山脈
• 車で5時間以内：マドリード
• 電車で5時間以内：パリ

このチャンスを逃さないで！！www.dss2016.eu
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この街でさらにもっと楽しく過しましょう！

料理教室
ラクンサの料理教室では、有名なバスク・グ
ルメを味わうことができます。サン・セバステ
ィアンに住んで、スペイン語を習って、料理も
習えて、旧市街のグルメの世界も堪能できま
す。

スポーツ教室

カヌー：コンチャ湾でカヌーを習う一方で、海
側からの美しい街の姿をしばし楽しむのも良いものです。公認の
インストラクターが指導します。

スタンドアップパドル・サーフィン：コンチャ湾でパドルを使いなが
らボードに乗り、移り変わる美しい風景を楽しんでみませんか？公
認のインストラクターが指導します。

サッカー：教室の外でスペイン語会話を実践するのにこんなに楽し
い方法があるでしょうか？練習を通して技術の向上を目指しなが
ら、新しい友達をつくるチャンスです。

ゴルフ：市内のインドアゴルフ場で行います。教室の外でスペイン語
会話を実践して、ゴルフのレッスンもしてハンディキャップを減らし
ましょう。

スポーツジム：街で1番のスポーツセンターと提携しています。短
期、長期滞在に合わせて、街の2か所の施設でとても魅力的なコー
スと料金をご提案致します。

アクティビティ

特典
まず、コースの初めに受け取れるのは…

• ウェルカムパック

• IHラクンサに馴染んで頂くための学生マニュアル、そ
して街を知るのに便利な情報

•  『ラクンサ・クラブ』の会員証。これにより街の施設
などで割引が受けられます。

• オリエンテーション・ツアー

そして、コースの終わりには…

• レベルに合わせたコース修了証をお渡しします。

社会プログラム
社会プログラムは、学生が言葉や環境を学習し、様々な経
験を重ねるために欠かせない要素のひとつとなっています。
IHラクンサでは年間を通して平日、そして週末に行う数多く
の学術的、社会的、文化的活動やレジャー活動など、幅広
い分野のプログラムをご用意しています。
これらは地元のイベントや人気のお祭りなどに合わせ、毎月
違ったテーマで企画されています。



「ある火曜日に、IHラクンサ 
サン・セバスティアンで学ぶ
ことを決めました。そして木曜
日には受講するコース、アクテ
ィビティ・プラン、学校までの
交通手段、宿泊などすべての
プランを決めることができま
した。」
Anastasia Soldatchenkova さん
24 歳
デザイナー
モスクワ市
ロシア
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ホームステイ
現地の家族と一緒に暮らすことは、宿泊先を考える上で良い点が
たくさんあります。例えば、習慣や食事、日々の楽しみ方など、その
国のリアルな生活を内側から知ることができます。さらに、授業時
間以外にスペイン語を実際に使えるこの上ないチャンスに恵まれ
ています。

•  3食付の宿泊、または2食（朝食の他に1食）付の宿泊。

• 1人、または2人部屋。

•  オプションで個人バスルームの追加。

共同アパート
より1人の時間が保たれる方法です。個室に入ることができ、スペ
イン人、または当校の他の学生と一緒にアパートで生活します。

学生寮
市内の大学キャンパス内に222部屋あり、他にも食堂、カフェテリ
ア、図書館、講堂、体育館、サウナ、防音室、車庫などの施設が備
わっています。

•  3食付の宿泊、または2食（朝食の他に1食）付の宿泊。

• 1人または2人部屋、浴室、冷蔵庫、テレビ、Wi-Fi完備。

•  朝は自転車またはシャトルバスの利用が可能です。

個人アパート
市内の一軒家やアパートで完全にプライベートな生活を楽しみた
いというご家族にお勧めです。IHラクンサではお客様のお好みや
ご希望に沿うようなアパートをお探し致します。

その他のオプション
サン・セバスティアンではこの他にも魅力ある宿泊先があります：
ホテル、ペンション、キャンプ、農村での宿泊（グリーンツーリズ
ム）等。

宿泊施設と
送迎サービスについて

サン・セバスティアンの画像は、SSD Donostia San 
Sebastián  Turismo  &  Convention  Bureau.  
© Javier Larrea.より提供されたものです。

送迎サービス

I Hラクンサでは最 寄りの空港（San 
Sebastián、Bilbao、Biarritz/Francia）、
または鉄道の駅（IrúnまたはHendaya/
Francia）までの送迎サービスをご提供
致します。これにより、空港、駅に着いた
ら直接宿泊先に行くことができます。



Mundaiz 8 · 20012 San Sebastián
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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


