
Fies
tas y Eventos deEspaña

Enero Febrero Abril Mayo Junio
654321

Marzo

スペイン留学.jp

「スペイン語」留学しょ！

スペインの
お祭り、イベント！
スペインでは年間を通して色々なお祭りやイベントがあります。
この時期は特に宿泊手配が難しくなり、料金もとても高いで
す。そんなとき裏ワザとして、語学学校に通って滞在先も一緒
に申込めば、滞在費を安く抑えることができます。学校によって
はアクティビティとして留学生同士で参加できるお祭りやイベ
ントもあります。積極的に参加してコミュニケーションを取りな
がら、スペイン語力もアップさせましょう！

春祭り
Feria de Abril ［セビーリャ］

春の訪れを祝うセビーリャの春祭り。お祭りの1週間、人々は家族や友人と一
緒に伝統的なカンテを歌い、セビジャーナスを踊り、ワインを飲んで楽しみます。
会場内には、布で作ったカセタ（caseta）という仮設小屋がいくつも建てられ、
お祭りの間だけ現れる華やかな束の間の空間も名物。男性も女性も美しい
伝統衣装に身を包み、馬に乗って街を練り歩く光景が見られます。

4
月

スペイン第４の都市でアンダルシア地方の中心都市。フラメンコ発祥の地としても知
られ、踊りやギターを学びたい人にもおすすめ。街の規模も大きすぎず、短期・長期滞
在ともに向いています。海外経験が少ない学生の方やシニアの方にもおすすめ。ま
た、世界遺産の大聖堂やアルカサルなど、歴史的建造物、古き良きスペインの街並
が魅力の1つです。

マドリードから新幹線AVEで２時間半、飛行機で約１時間

スペイン本土から南西へ約1000㎞、アフリカ大陸から西へ約100㎞の大西洋、カナ
リア諸島に浮かぶテネリフェ島は１年を通じて温暖なことから「大西洋のハワイ」と呼
ばれています。豊かな自然と快適な気候に恵まれ、世界各国から観光客が訪れるリ
ゾート地です。

マドリードから飛行機で約２時間半。

カーニバル
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ［テネリフェ］

カトリックなどの文化圏で見られる祝祭で、色々な種類の歌や踊りのコンクー
ル、ダンスパフォーマンス、大道芸などが行われ、「女王」を決めるミスコンクー
ルなども催されます。高さ4～5m、重さ100kg以上のきらびやかで色鮮やかな
衣装をまとって出るこのミスコンや、今の政治状況や最近の出来事を風刺に
した替え歌のコンクールなど独特の催しが満載です。約１ヶ月間島全体がお
祭りムードで活気にあふれています。

2
月

サン・ホセの火祭りは、大小様々な大きさで作られたファリャ（紙製の張り子の
人形）で街中が飾られます。マスクレタと呼ばれる爆竹ショーや色鮮やかな衣
装を身にまとった女性たちの献花パレードも行われます。毎年、その年の最優
秀作品は博物館に１年間保存され展示されますが、それ以外の作品はすべて
お祭りの最終日、0時に燃やされてお祭りが終わります。

歴史的な伝統と近代建築が隣り合って共存するスペイン第３の都市。パエリア発祥
の地として有名です。海にも近く温暖な地中海性気候で年中過ごしやすく長期滞在
に向いています。都会に住みたいけど留学費用を抑えたい方や学生・シニアの方にも
おすすめです。サッカーやテニスの試合場としても知られ、週末や放課後もスポーツ観
戦を楽しめます。

マドリードから新幹線AVEで１時間半～２時間半、飛行機で約１時間

サン・ホセの火祭り
Fallas de Valencia ［バレンシア］3

月

La Tamborrada
20日の聖セバスティアンの
日をお祝いする太鼓祭り

［サン・セバスティアン］

 La Feria del Caballo
［ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ］
ヨーロッパ最大の馬術の祭典＜三大祭り＞

＜三大祭り＞

カーニバル

聖週間 

春祭り 馬祭り

サン・ホセの火祭り
Los Patios de Córdoba
花好き必見！花であふれた中庭
の美しさを競う

［コルドバ］パティオ祭り タンボラーダ（太鼓祭り）
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ナバラ州の州都パンプローナ。10世紀から16世紀まで続いたナバラ王国の首都とし
て栄えました。カテドラルや市庁舎をはじめ歴史的建造物が残されており、自然豊かな
川や遊歩道の景観を楽しむこともできます。ヘミングウェイの長編小説『日はまた昇る』
の主な舞台であることでも知られています。

マドリードから鉄道で約３時間。

400年以上続く歴史ある熱狂的なお祭りといっても過言ではない、スペインら
しいお祭りです。初日、パンプローナ市庁舎のバルコニーに市長が立ち開催
を宣言します。広場は上下白の衣服に赤いスカーフやバンダナを身につけた
人々で埋め尽くされ、お祭りの期間中、街は眠ることなく広場や公園に仮説で
作られた遊園地やコンサート、ダンスライブなどが夜通し行われ一晩中お酒を
楽しみます。

牛追い祭り 
San Fermin ［パンプローナ］7

月

バレンシア近くの、人口1万人足らずの小さな街ですが、トマティーナの日には世界各
国から大勢の観光客が押し寄せます。お祭りが終わるとわずか数時間で、嘘のように
静かな街が復活します。

バレンシアから鉄道で約１時間。

トマト祭り
La Tomatina ［バレンシア・ブニョール］

トマトを投げ合うお祭りです。ここ数年で知名度も上がったためか、参加は事
前予約が必要です。またお祭りの時期前後は宿泊施設も混み合い、値段も
上がります。こういう時期だからこそ語学学校へ通って滞在先も申し込めば、
安く宿泊できますよ♩

8
月

スペイン全土で行われる宗教行事の1つです。セビーリャ、サラマンカなど
が有名。復活祭前の1週間、三角形や四角形の頭巾をかぶった信者が
教会ごとに、聖母マリア像を乗せた山車や御輿を引いて12時間もの間
街を練り歩き、キリストの受難・死・復活を再現します。山車や御輿の後ろ
には楽器を演奏する人たちが連なり、
より熱狂と感動を高めていきます。

セマナ・サンタ
Semana Santa4

月

クリスマスは12月24日から25日が一般的ですが、スペインのクリスマスは
1月6日まで続きます。クリスマスイブは1年で一番大事な日で、家族や親
戚が集まり一緒に夕食を食べて祝います。地方や家庭によってメニューは
様々ですが、魚介類をたくさん前菜に食べ、メインには、牛・羊・子豚などを
食べるのが一般的です。デザートにはturrón（トゥロン）、mazapan（マサパ
ン）などの甘いお菓子を食べます。街中には、美しいイルミネーションが飾
られ、クリスマスマーケットも登場します。

クリスマス
Navidad12

月

スペイン全土で行われるお祭り。

＜三大祭り＞ Las Fiestas de San Mateo
収穫の秋！葡萄を裸足で潰してワイン造り

［ログローニョ］トマト祭り
La Fiesta del Pilar
聖母ピラールのため
の豪華な献花行事

ピラール祭サン・フェルミンの牛追い祭り クリスマスリオハの収穫祭

La Fiesta de la Merced
大勢の人が高く組み上がっていく
「人間の塔」が有名
メルセ祭り ［バルセロナ］

［サラゴサ］
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バレアレス諸島

カナリア諸島

ガリシア

カンタブリア
バスク

ナバラ

アラゴン

バレンシア

ムルシア

アンダルシア

カスティーリャ・ラ・マンチャ

カスティーリャ・イ・レオン

エストレマドゥーラ

カタルーニャ
ラ・リオハ

アストゥリアス

サラマンカ2

セビーリャ4

カディス5

マドリード3

グラナダ11

マラガ12

パルマ・デ・
マジョルカ8

マルベージャ6

バレンシア9

アリカンテ10

1 サン・セバスティアン

バルセロナ7

テネリフェ13

❷ サラマンカ
Salamanca
1218年に創立されたスペイン最古の大学
がある学生の街。カテドラル、大学、貝の家、
マジョール広場など美しい建物が多く、旧
市街全体が世界遺産に登録されています。

❶ サン・セバスティアン
San Sebastián
バスク地方独自の文化が息づく街。「美食
の都」として有名で、美味しい魚介類やピン
チョスが堪能でき、数多くのバルが軒を連
ねる通りはいつも賑わっています。

10 アリカンテ
Alicante
海と山に囲まれ、美しいビーチが点在する
都市アリカンテ。コスタ・ブランカと呼ばれ
る地中海の海岸沿いに位置し、1年を通し
て穏やかな気候で知られています。

11 グラナダ
Granada
アルハンブラ宮殿のある世界的に有名なグ
ラナダはアラブ文化の名残を留める古都。
大都市にはない落ち着いた美しい街並み
が素晴らしく、訪れる価値があります。

❻ マルベージャ
Marbella
コスタ・デル・ソルの中でも特に人気がある
高級ビーチリゾート。美しい公園や庭園、世
界トップクラスのゴルフコース、絵のように
素晴らしい景色が広がる旧市街があります。

13 テネリフェ
Tenerife
大西洋にあるカナリア諸島に属する島。年間
を通して暖かく、常春の島とも呼ばれます。
毎年2～3月行われるカーニバルは世界的
に有名。島の至る所でパレードが見れます。

❸ マドリード
Madrid
プラド美術館や王宮など見所いっぱいの
スペインの首都。ショッピングやバル巡り、
アート観賞も楽しめます。スペインの中心
に位置し他の都市へのアクセスも良好。

❹ セビーリャ
Sevilla
太陽と青い空がのスペイン南部、アンダル
シア地方にある街。少し足を延ばすと、絵ハ
ガキのような白い村が点在し、陽気でのんび
りとした空気を肌で感じることができます。

12 マラガ
Málaga
コスタ・デル・ソルの中心地として有名なリ
ゾート地。ピカソの出身地としても有名で、
街にはピカソの生家や美術館もあります。 
国際空港があり、便利なアクセスも魅力。

❺ カディス
Cádiz
古くから貿易の拠点として栄え、西ヨー
ロッパで最古の街といわれる。夏は海水浴
やウォータースポーツも楽しめます。また
好天の多い恵まれた気候も特徴です。

❼ バルセロナ
Barcelona
独自の歴史と文化を育んできたカタルーニャ
の都。ガウディやダリなど数多くの著名人を
輩出。「芸術の街バルセロナ」には、今も至る
所に多くの芸術作品が残されています。

❽ パルマ・デ・マジョルカ  
Palma de Mallorca
バレンシアの東約80kmの地中海沖合にあ
るバレアレス諸島で最も大きな島。晴天の
日が多く、天候と美しい自然に恵まれ「地上
の楽園」と呼ばれる人気のリゾート地です。

❾ バレンシア
Valencia
「火祭り」とパエリア発祥の地として有名
な、スペイン第３の都市バレンシア。地中海
性の温暖な気候で過ごしやすく、ビーチリ
ゾートとしても知られています。

行きたい場所と学校探し！ 留学準備の第一歩は、学校を探すことから始まります。
国ごとに異なる特色を持った魅力溢れるスペイン語圏。
お気に入りの街が見つかれば、より充実した留学生活に！

手続きはカンタン！
まずは国・都市の情報収集をし、行き先や学校、滞在期間を
決めましょう。学校のコースや滞在方法など、なんでもご相談
ください。カウンセリングから入学手続き代行、ご出発までサ
ポートしますのでご安心ください。代行手数料は無料です。

スペインにある89校の語学学校と提携しています。

情報収集・
カウンセリング

「何からはじめればいいの？」「どの街が
おすすめ？」「費用はどれくらい？」など漠
然とイメージされている留学プランや、
目的・期間・ご予算など、まずはお気軽に
ご相談ください。

1 行き先・学校・期間
を決める

どんな留学生活を送りたいかをイメージ
してみましょう。都会で学びたい、海があ
る街が良いなど自分に合った街を選ぶ
と留学生活もさらに充実！ 

2

スペイン留学.jp
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メキシコ1

グアテマラ3

キューバ2

アルゼンチン10

ボリビア9

ペルー8

チリ11

コスタリカ5

エクアドル7

コロンビア6

ドミニカ共和国4

❷ キューバ Cuba
キューバは西インド諸島最大のキューバ島とその
属島フベントゥ島などのサンゴ礁の小島群からな
る社会主義共和国です。1492年にコロンブスが
到達して以来、スペインによる植民地支配下に入
りましたが、1898年の米西戦争におけるスペイ
ンの敗北を機に、1902年に独立を達成しました。 

ハバナ校
サンティアゴ・デ・キューバ校
トリニダ校

❹ ドミニカ共和国
República Dominicana
ドミニカ共和国は1492年コロンブスの第1回航
海で発見され、スペインの植民地開発が初めて行
われた地です。西側で国境を接するハイチがフラ
ンスの影響を強く受けているのに対して、ドミニ
カ共和国はスペイン的要素と20世紀以降のアメ
リカ的要素が多く見られます。

サント・ドミンゴ校
ソスア校

❸ グアテマラ Guatemala
グアテマラは古代マヤ文明発祥の地であり、紀
元前2000年には、すでに人々は生活を営み、ア
メリカ大陸で最も発達した文明のひとつとなりま
した。この国の特徴は人口の大半が先住民とメス
ティソ（混血）の子孫だということ。中南米諸国の
中でも先住民人口の比率が特に高い国です。

アンティグア校

❼ エクアドル Ecuador
エクアドルとはスペイン語で赤道を意味し、その
名の通り赤道直下に位置します。国民の大半がメ
スティソ（混血）または原住民の子孫。 小さな国な
がら、積雪した火山、アマゾンの熱帯雨林など地
形は非常に豊か。ホエール・ウォッチング、カヤッ
クなど多岐に渡るアクティビティが体験できます。

キト校

❽ ペルー Perú
南アメリカ大陸の太平洋沿岸中部に位置するペ
ルー共和国。かつてはインカ帝国繁栄の地であり、
植民地時代にも南アメリカの政治や経済、文化の
中心として栄えた歴史を持ちます。 ペルーには世
界的に有名なマチュピチュ、ナスカ、モチェ、インカ
文明の魅惑的な遺跡が多く残っています。 

クスコ校

❾ ボリビア Bolivia
ボリビアの国名は、独立運動の英雄シモン・ボ
リーバルの名にちなんだもの。世界で1番標高の
高い町ラ・パスや世界一標高が高く泳ぐことがで
きるチチカカ湖があります。ボリビアは南米でも
貧しい国のひとつですが、魅力的な習慣と伝統が
豊かな文化を作り上げています。 

スクレ校

11 チリ Chile
南北に細長く伸びる特徴的な国土のチリ。アルゼ
ンチンやウルグアイと同じく、ヨーロッパからの移
民の子孫が大半を占めています。ビーチや活火
山、アンデス山脈と豊かな自然に囲まれています。 
チリはその細長い地形から気候も地域によってか
なり差があります。

サンティアゴ・デ・チレ校

10 アルゼンチン Argentina
ブラジルに次ぐ南アメリカ第2の大国。国民の大
半はヨーロッパからの移民の子孫です。この国
の特徴はイグアスの滝、アンデス山脈、パンパス
平原や砂漠など自然の恩恵を存分に受けている
こと。美しい地形のアルゼンチンはアウトドアス
ポーツが好きな人にとって最適な国です。   

ブエノスアイレス校
バリローチェ校
コルドバ校
メンドーサ校

❺ コスタリカ Costa Rica
コスタリカは南西部で太平洋、北東部でカリブ海
に面しており、北方でニカラグア、東方でパナマと
それぞれ国境を接しています。人口450万ほどの
小さな国でありながら、中米で1人当たりの国民総
生産が最も高い国。 また国土の1/4を自然保護
区に指定しており、環境保護に力を入れています。 

サント・ドミンゴ・デ・エレディア校
プラヤ・ハコ校

❶ メキシコ México
首都はメキシコシティ、北アメリカ南部に
位置する連邦共和制国家。北にアメリカ合
衆国、南東にグアテマラ、ベリーズと国境を
接し、西は太平洋、東はメキシコ湾とカリブ
海に面しています。スペイン語圏において
最も人口の多い国で、マヤやアステカの遺
跡など歴史的な見所がたくさんあります。

グアナフアト校、オアハカ校
プラヤ・デル・カルメン校

リビエラ・マジャ校

❻ コロンビア Colombia
コロンビア共和国、通称コロンビア、首都はボゴ
ダ。南アメリカ北西部に位置する共和制国家で
す。ブラジル、メキシコに続き、コロンビアは中南
米で第3位に人口が多い国です。主要産業はコー
ヒー、バナナ、さとうきび、じゃがいも、米、熱帯果
実、石油、石炭、エメラルドなど。

ボゴタ校
カルタヘナ・デ・インディアス校

ボゴタ校

中南米にある11ヵ国21都市の語学学校と提携しています。

コース・滞在方法
を決める

授業料などは公表している正規の料金
を、現地通貨のままご案内しています。
滞在方法は、 ホームステイや共同ア
パート（ピソ）など、ご自分にあった滞在
スタイルをお選びください。

3 手続き代行
申込書の記入

指定の申込書にご記入の上、スペイン留
学.ｊｐへご提出ください。お申込み内容
を確認後、正式に学校への申込み手続
きを開始。お申込書の記入は日本語だけ
でOK！

4
渡航準備

航空券や保険、また学生ビザが必要な
方は、申請に必要な書類を集めて所定
の機関へ提出します。
※ビザの申請代行や航空券、海外旅行保険な
どの手配はサポートに含まれません。

5 留学費用の
お支払い

留 学 費＋海 外 送 金 費
（6,500円）を日本円で指
定口座へご入金ください。
外貨建ての金額は請求書
発行日のＴＴＳレートを基
準に換算します。

6

出
　
発
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¡Vamos a España y Latinoamérica!

ご希望に合った学校選びや、プランの作成など幅広くお手
伝いしております。漠然とイメージされている留学プランや
目的・期間・ご予算など、まずはお気軽にご相談ください。

大阪 ☎ 06-6346-5554│神戸 ☎ 078-230-2022│名古屋 ☎ 052-766-6406
東京 ☎ 03-6869-6435│福岡 ☎ 092-517-9535│

 5都市にご相談窓口

語学学校について
　文法と会話の授業をとっていまし
た。文法の授業はテキストに従って、
先生と生徒たちで会話を交わしな
がら進んでいきました。日本のように
受身でいると何も得られないです。
積極的に授業に参加していかない
と、自分も楽しくないし置いていかれ
てしまいます。会話の授業は自由な
雰囲気で、テーマを絞って皆で意見
を述べ、ペアで質問・応答を繰り返
すといった内容でした。クラスには、
日本の母校の大学の後輩たちや地
元・愛知県出身の方もいらっしゃっ
て、色 と々助けてもらいました。
　IHバレンシアは無料のアクティ

ビティがたくさんあり、放課後は
よく参加していました。平日はトル
ティージャ作り教室、サルサ・ズン
バ教室、市内観光、そしてちょうど
お祭りの季節だったので、バレンシ
ア自治州のお祭り見学など。土曜日
にも郊外のAlbuferaへ遠足に行っ
たり、水族館へ行ったりしました。
違うクラスの学生さんとも交流でき
て、とても楽しかったです。
　アクティビティに参加しないとき
は、街を散策していました。バレンシ
アは美術館、博物館もたくさんある
し海はあるしで見どころ盛りだくさん
なので退屈することはありません！

宿泊先について
　ホームステイをしました。ステイ先
はご両親＋お子さん4人＋犬1匹の大
家族！　学生さんも最大3名受け入
れているので一番多いときは9名で
夕食をとるという大所帯でした。毎日
賑やかで、時々子供たちと遊んだりし
て楽しく滞在することができました。
素敵なお部屋を準備していただき、
部屋のラジオを聞いたりテレビを自

由に見たり、快適に過ごせました。
学生用の小さなキッチンとリビング
もありました。洗濯は週1回のみで
したので着るものがなくなり、自分
でコインランドリーへ行ったこともあ
りました。バレンシアは暑かったの
で手持ちの服では追い付かず、夏
場は少し多めに着替えがあると良
いなと思いました。

生活について
スペインは日本に比べて生活時間
帯が2時間くらい遅いと思います。
昼食は14時頃、夕食は21時頃で
す。昼ご飯の時間が遅いので学校
へもお腹がすいたときのために、フ
ルーツやおやつを持って行きまし
た。学校近くで軽く食べたり、中華
料理やパエリアを食べたりすること

もありました。後半はスペイン人ら
しく（？）公園でボカディージョを食
べることもありました。夕食は家族と
一緒に食べることが多く楽しい時間
を過ごしました。週末はバロセロナ
やイビサ島へ小旅行にも行くことが
できました。

これから留学される方へ　この留学を通してスペイン語の習得はもちろ
んですが、このまま日本での生活を続けていたら得られなかった色 な々出会
いや経験をすることができました。今まで以上に視野が広がったし、今回の
留学はこれから心の拠り所になりそうです。学生の方はもちろん、社会人の
方もぜひ留学にチャレンジしてほしいです。素晴らしい体験になると思いま
す！　内陸都市に比べてバレンシアはのどかで明るいです。他の都市より安
全で、気候も良いし、人 も々のんびりしていますので留学にはおすすめです。

スペイン留学.jp

オンラインセミナー
・スペイン留学.jpスタッフが学校の様子をリポート
・IH Valencia校の校舎紹介＆スタッフ紹介
・学校生活の様子をリアルタイムでお届け
※セミナー参加にはネット環境が必要です。

業界初!!

参加無料

参加者
募集中

スペインから現地の情報をリアルタイムでお届け♪

ONLINE

開催日時
（日本時間）

18：30START

2/15（木） 
2/16（金）  info@spainryugaku.jp

 までご連絡ください。

応募方法

全国どこからでも
参加できます！※
動画配信サービスを
利用して現地から
ライブリポート！

留学体験レポート
　ずっとスペイン語は続けていましたが、しっかり勉
強したい、スペイン語圏の国に暮らして文化にもどっ

ぷり浸かってみたいと思い、1ヶ月だけ語学留学することに決めました。仕事
をしていたので、留学手配はスペイン語圏への留学に特化しているスペイン
留学.jpにお願いしました。
　どこに留学するか？　については何度も考えを重ね、最終的に、海が好きな
ので地中海沿岸のバレンシアに決めました。

M.Kさん（女性/30代）
滞在都市：バレンシア/期間：2017年9月～10月
学校：Españolé - IH Valencia （エスパニョーレ・イ
ンターナショナルハウス・バレンシア）

Valencia
留学のきっかけ

 www.spainryugaku.jp
 info@spainryugaku.jp

資料請求／お問い合わせ

月～土 8:30−21:30
有限会社 ADELANTE

受付
時間

携帯・スマホから
はこちらへQRコード
を読み込んでHPへスペイン留学.jp

スペイン・中南米への留学は

スペイン留学.jp IH Valencia校


