
アクティビティ

アクティビティ

アクティビティ

スペイン語レッスン
C1のクラスのクラスメイトはアメリカ、イタリア、台湾、韓
国出身の留学生でした。退職後にスペイン語を勉強し
ている人、休暇でバレンシアに来ている人、バレンシア
への駐在でスペイン語を勉強している人など留学の目
的は様々です。

am9:30---pm1:30 IH バレンシア

スペイン留学.jpのスタッフが
IH バレンシアを視察

よりリアルな現地情報を届けるため、
1週間の短期留学を体験し、
オンラインセミナーを開催しました。

夕食
テレビでスペイン語版「ドラえもん」を観ました。

個人アパートpm9:30

レベルチェックテスト
初日は8：30に登校！
レベルチェックテストを受
けた後、9：00からはウェル
カムパーティ♪バレンシア
の街や学校について教え
てもらいました。

am8:30--pm1:30 IH バレンシア

はじめての昼食
学校スタッフおすすめ、店
員さんの感じもよく一人で
行っても笑顔で迎えてくれ
ます。入店時は英語圏の
観光客が2グループいまし
た。店内の内装もモダン
な感じで◎　
学校スタッフや先生も頻
繁に食べに行くそうです。

 C/Hernán 
Cortés 20

Tapería Hispaniapm2:30

日本人とスペイン人の
インテルカンビオ
（言語交換）
このカフェでは毎週月曜に
日本語のインテルカンビオ
が開かれています。参加
者はスペイン人だけで毎
回20名前後！！ インテルカ
ンビオの後は、参加者同
士でご飯を食べに行くこと
が多いそう。

 C/Cadis, 22-24
［Facebook］www.facebook.
com/cafeberlinvalencia

Café Berlínpm7:00

日用品買い出し
1,60ユーロのリップ「Vaselina 
perfumada neutra」がお土産
におすすめ。保湿力抜群！

Mercadona
（スーパーマーケット）

pm3:00

tortilla de patata作り
学校のテラスでトルティー
ジャを作りました！他クラス
の留学生と交流でき、新し
い友達も見つかります。

IH バレンシアpm6:00

レストランでランチ
学校スタッフおすすめの
チーズ専門店。試食しな
がら絶品のチーズを売っ
てくれます。中はレストラン
完備。
 C/Félix Pizcueta,15 

［URL］lamajadaquesos.com

La Majada quesospm2:30

フラメンコ鑑賞
会場はバレンシアでも有
名。10ユーロでドリンク2
杯付き。席は早い者勝ち
でタパスを食べながら鑑賞
も可能です。
 C/Túria 62

Café del Duendepm9:00

市内散策
セントロpm4:00

この日にやっと太陽が出

てバレンシアらしい天気

になりました。市内散策ツアー
セントロ（町の中心街）pm4:00

アパートへ戻って昼食♪
個人アパートam2:30

今日はバレンタインということで自分
たちの国でどう祝うか授業のはじめ
に話しました。スペインのバレンタイ
ンはお互いチョコレートをプレゼント
したり好きな物を贈り合ったりしま
す。それぞれの国の文化を聞くのも
とても面白いです。

スペイン語レッスン
am9:30---pm1:30 IH バレンシア

チーズたっぷり
ハンバーガー

ゴンサーレス・マルティ国立陶器・装飾芸術博物館！

おすすめ
コスメ♪〜

とても親切

で優しい先

生方です。

今回は取材ということもあり、

IHバレンシアのご厚意で校舎ま

で徒歩1分のところにある個人ア

パートに宿泊しました。

滞在先はホームステイ、学生

寮、共同アパート（ピソ）、個人

アパートから選択可能です。 心が揺さぶられる

本場のフラメンコ

ステキです！！

みんなで作って

食べました。

¡ !Ole'!♪
¡ !

Que' bien baila!

送迎サービスを
申し込んでいる
と、自分の名前
のプレートを持っ
たドライバーさん
がバレンシアの空
港、駅、バス停で
迎えてくれるので
安心です♪

清潔で明るい
個人アパート

もちろんキッチンも完備！
洗濯機、テレビもあります。

こちらは学生寮です。
設備も充実しています。 IHバレンシア以

外の留学生とも
交流できます。

ディレクターの
Cristinaさん

2月12日（月） 2月13日（火） 2月14日（水）

バレンシア市内を一

望できるTorres de 

Serranos
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25.-	¿Puedo	abrir	la	ventana?	Sí,	claro_____________	.	a)	 	la	ábrela	 	 b)	 	ábrela	 c)	 	ábrelo		

26.-	El		próximo	mes	____________	las	clases	en	la	universidad.	a)	 	empezarán	 	 b)	 	empezaban	 c)	 	empezaron		
27.-	Si	___________	vacaciones,	viajaré	por	muchos	países.	a)	 	tengo	 b)	 	tendré	 c)	 	tendría		

28.-	No	pude	ver	a	María	porque	cuando	llegué	a	su	casa	ya	______________	.	
a)	 	se	había	marchado	 b)	 	se	marchó	 c)	 	se	ha	marchado	
	
29.-	A	lo	mejor	________	de	vacaciones	a	Alicante.		a)	 	vayamos	 	 b)	 	vamos	 c)	 	tengamos	que	ir	
	
30.-	Es	necesario	que	los	estudiantes	______	una	prueba	de	nivel	al	llegar	a	la	escuela.	
a)	 	hicieran		 b)	 	hacen	 c)	 	hagan		
31.-	¿No	sería	mejor	que	lo	_______________________	con	la	almohada?	a)	 	consultaras	 	 b)	 	consultarás	 c)	 	consultarías		

32.-	Quiero	que	usted	nos	____________	toda	la	verdad.		a)	 	dirá	 	 b)	 	dice	 c)	 	diga		
33.-	¿Has	visto	al	chico	que	está	con	Marta?							-	Sí,	ya	los	vi	juntos	el	otro	día.	___________	es	su	novio.	a)	 	Es	posible	que	 	 b)	 	Puede	 c)	 	Seguramente		

34.-	Cuando	_________	el	nombre	del	restaurante,	llámame.		a)	 	sepas	 	 b)	 	sabes	 c)	 	sabrás		
35.-	Para	que	el	arroz	no	________,	puedes	echar	un	chorrito	de	aceite	al	agua	de	
cocción.		
a)	 	se	pega	 	 b)	 	se	pegue	 c)	 	se	pegará		
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13-	-¿Qué	has	_________	estas	vacaciones?	
								-	Me	he	_________	en	casa	y	he	________	una	novela	para	ni os	
a)	 	
hecho quedado escrito	

b)	 	ido salido escrito	 c)	 	hecho visto oído	

	
14.-	Normalmente	desayuno	ca é	con	leche,	pero	hoy________________________	
.solo	té.	
a)	 	ha	desayunado	 	 b)	 	he	desayunado	 c)	 	desayunó	
	
15.-	Mi	perro	es	________	grande	________	el	gato.	
a)	 	más de	 	 b)	 	más que	 c)	 	más del	
	
16.--¿Diga?		Sí.	___________	de	casa.	En	cinco	minutos	estoy	allí.	
a)	 	estoy	salir	 	 b)	 	soy	saliendo	 c)	 	estoy	saliendo	
	
17.-	-¿Qué	te	pasa?	
								-	He	caminado	durante	horas	y	_________	los	pies.	
a)	 	me	duelen	 	 b)	 	tengo	dolor	de	 c)	 	duele	
	
18.-	 a	hemos	hecho	los	deberes,	pero	todavía	no	____________.	
a)	 	cenamos		 b)	 	hemos	cenado	 c)	 	habéis	cenado	
	
19.-	 odos	los	días	___________	a	las	doce	de	la	noche.	
a)	 	nos	acostamos	 	 b)	 	nos	hemos	acostado	 c)	 	acostamos	
	
20.-	-	¿Dónde	están	los	huevos?		
									-		__________	he	puesto	en	la	nevera	.	
a)	 	los	 	 b)	 	me	 c)	 	lo	
	
21.-	Normalmente	visito	a	mis	amigos	todas	las	semanas,	pero	esta	semana	
.___________.	
a)	 	no	he	los	visitado
	 	

b)	 	no	he	visitado	los	 c)	 	No	los	he	visitado	

22.-	Cuando	éramos	ni os,	____________	ir	a	 rancia	todos	los	a os.	
a)	 	solimos	 	 b)	 	solíamos	 c)	 	solemos	
	
23.-	A	Marisol	___	molesta	el	ruido.	
a)	 	lo	 	 b)	 	le	 c)	 	la	
	
24.-	El	verano	pasado	cuando	________	de	trabajar,	________	a	tomar	algo.	
a)	 	salimos	 	íbamos	 b)	 	salíamos	 	íbamos	 c)	 	salíamos	 	 uimos	
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Nombre 		 	 	 	 	 	 	 	 echa 		 	 	 	 	 	

	
Marca	la	respuesta	correc

ta.	

	
1.-	Laura	tiene	el	pelo	_________	y	los	ojos	____________.	

a)	 	negro,	azules	 	 b)	 	negros,	azulas	 c)	 	negro,	azulos	

	
2.-	¿Dónde	____________	una	 armacia?	

a)	 	está	 	 b)	 	es	 c)	 	hay	

	
3.-	__________	dos	y	media.	

a)	 	son	 b)	 	son	las	 c)	 	están	las	

	
4.-	 uan	y	Pedro	_____________	ocho	horas.	

a)	 	trabaja	 	 b)	 	trabajáis	 c)	 	trabajan	

	
5.-	Voy	___________	casa	de	mi	madre.	

a)	 	en	 	 b)	 	a	 c)	 	de	

	
6.-	¿En	qué	__________	cuando	estás	lejos	de	casa?	

a)	 	piensas	 	 b)	 	pensáis	 c)	 	pienso	

	
7.-	Hoy	__________	a	las	7	de	la	ma ana.	

a)	 	nos	hemos	levantado	 b)	 	hemos	levantado	 c)	 	levantarse	

	
8.-	A	M 	Luisa	y	a	Pablo	____________	bailar	el	tango.	

a)	 	les	gusta		 b)	 	les	gustan	 c)	 	se	gustan	

	
9.-	_____	casa	está	al	lado	del	mar.	

a)	 	mía	 	 b)	 	la	mía	 c)	 	mi	

	
10.-	_________libros	que	hay	aquí	son	rojos	y	_______cartas	que	hay	allí	son	verdes.	

a)	 	Estos aquellas	 	 b)	 	Esos aquellos	 c)	 	Estes aquella	

	
11.-	Quiero	___________.	

a)	 	conocer	la	ciudad	 b)	 	ir	en	la	playa	 c)	 	salir	por	bailar	

	
12.-	¿ e	gusta	la	m sica	electrónica?	

a)	 	Me	gusta	nada	 	 b)	 	No,	no	me	gusta	

nada	

c)	 	No,	nada	me	gusta	

																																											
																																											

																																											
																					à	
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スペイン留学.jp

「スペイン語」留学しょ！

お土産購入・市場散策
am10:30---pm1:00 Mercado Central

夕食
テレビでスペイン語版「スポンジ・ボブ」を観ました。

個人アパートpm9:00

テラスで
昼ビール♪〜

ランチ
日中の気温は25度！ 半
袖の人もいました。テラス
で昼間から飲むビールは
格別！！ どこのレストランも
いっぱいなので時間に余
裕を持っていくのが良いか
も。UV対策もお忘れなく。

 Mercado Colon内
C/Jorge Juan, 19
［URL］www.micub.es

Mi Cubpm2:30

オンラインセミナー1日目・スペイン語レッスン
オンラインで現地の学校、
先生、スタッフ、授業の様子
をリポートしました！ セミナー
動画は、www.facebook.
com/spainryugaku.jpから
ご覧いただけます。

am9:30---pm1:30 IH バレンシア

留学生たちと昼食会
ディレクターのCristinaさんがスペイン留学.jpで留学
手続きをしてくださった日本人留学生を昼食に招待し
てくださいました！ 滞在中、一番おすすめのレストランで
す。味は絶品、メニューも豊富、安くて、デザート付き！

Turquetapm2:00

 Gran Via del Marqués del 
Túria, 35
［URL］gruposaona.com

 C/Justo Vilar, 17 

Los Olivares 

おやつと駅散策
友人とチュロスを食べに行
きました。ホットチョコレート
につけて食べるチュロスは
絶品！ ここのチュロスは甘
さ控えめでした。

pm5:00

有名店で夕食
現地のスペイン人おすす
めの地元レストランです。
ボデガを改装しているた
め、店内にもワインの樽
が並んでいます。とくに
pm9:30以降は大勢の人
で賑わいます。ぜひワイン
好きには訪れてほしいです。
 C/Jose Benlliure 69

［URL］emilianobodega.com

pm8:00 Casa Montaña

翌日、日本へ帰国
帰りも送迎スタッフに空港
まで送ってもらいました。
とっても内容の濃い、充
実した1週間でした。今回
ご招待いただいたディレク
ターのCristinaさん、IHバ
レンシアのスタッフの皆さ
んありがとうございました。

am9:40

市内散策
セントロpm6:00

ランチでパエリア
1898年創業のパエリア専門店。
ビーチ沿いにあり、地元の人にも大
人気で、週末は家族連れでいっぱいです。バレンシア
流パエリアの食べ方はお皿に取り分けないで、パエリ
アパンから直接スプーンですくって食べます。
写真のパエリアは paella 
señorito と言って、昔は
身の回りの家事を行う使
用人をこう呼んだそうで、こ
こでの意味は魚介類の殻
や皮が全て剥かれていて
手を汚さないで食べれる、
というのでこの名前がつ
いたとのこと。

 Avenida Neptuno  6 
［URL］lapepica.com

La Pepicapm2:30

ワインのテイス
ティングもでき

ます！

放課後のアクティビティは
毎日開催！ アットホームな
学校で、先生、スタッフの
方が校舎内で気さくに話し
かけてくれます。

am9:30---pm1:30 IH バレンシア

自分のお土産に

エスパドーリュを

買いました！

ルン♪
　ルン♪〜

!! Bocadillo grande
!!

Metro
あります。

地元の人しか

知らない話を

沢山聞けました。

私のイチ押しの

Restaurante!!

2月15日（木） 2月16日（金） 2月17日（土）

オンラインセミナー2日目・
スペイン語レッスン 最終日

レッスンの終了

証明書です。

25acueducto.jp



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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① メキシコ

③ グアテマラ

② キューバ

⑫ アルゼンチン

⑨ ボリビア

⑩ ウルグアイ

⑧ ペルー

⑪ チリ

⑤ コスタリカ

⑦ エクアドル

⑥ コロンビア

④ ドミニカ共和国

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 ウルグアイ Uruguay
国土面積が日本の半分ほどの小さな国ウルグア
イ。気候は温暖で年間を通して過ごしやすいで
す。治安・生活・教育水準も安定しており、広大な
草原地帯を活かした農業、牧畜業が盛んです。穏
やかな環境下、国民も自由にのんびりと暮らして
います。興行・文化活動も盛んで、サッカー、音楽、
ガウチョ体験を楽しめます。

モンテビデオ校

12 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12ヵ国22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
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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
　語学学校には世界中の仲間が
スペイン語を学びに来ていました。
1、２週間の短期留学の人もいれば
3、４ヶ月の中期留学の人もいます。
毎週新しい仲間との出会いがあり、
様々な活動を通して仲良くなれま
す。曜日ごとに放課後のアクティビ
ティは異なり、基本的に午前中は毎
日授業ですが、午後は月曜日なら

都心部に出てツアーに行き、火曜日
は、中南米独特の料理やコスタリカ
ならではの料理を学んで食べます。
水曜日は野外活動があったり、夜は
先生や友達と一緒にバーに行って
お酒を飲んだりしました。というよう
に曜日ごとに違った体験を通してス
ペイン語を習得していくことができ
ます。

宿泊先について
　私の滞在先の家は、49歳のホスト
マザーがいて、そのお母さんと犬2匹
とで暮らしていました。彼女はいつも
優しく、時に厳しくまるで本当の家族
のようでした。

生活について
基本的に身の回りの事すべてが日
本と異なりすごく新鮮です。とはい
え慣れるまでそんなに時間はかから
ず、適応しやすい国だと思います。

コスタリカの豊かな自然を生かして
コスタリカは熱帯雨林気候、サバンナ気候と温暖湿潤気候が混在する国で、
地球上の全ての動植物種の約5％が生息する世界中でも希有な国です。近
年は施設建設の汚染を最小限に抑え、自然や伝統文化を保持しながらも地
域に経済的利益をもたらすというエコツーリズムが主流となりつつあります。

Costa Ricaを知ろう！
コスタリカは中央アメリカ南部に位置する共和制国家です。カリブ海沿岸には美しいビーチがあり、年間の平均気温は22.5℃
と年中春のような快適な気候となっています。ただし朝晩は肌寒いのでジャケットが必要です。季節は乾季と雨季に分かれ、乾
季の12月～4月が一般に首都サン・ホセ観光のベストシーズンと言われています。

コスタリカの食べ物
主食がお米のコスタリカは、日本人旅行者にとっても親しみや
すい食文化。豆や野菜、肉なども豊富です。唯一水道水が飲
めるラテンアメリカの国とも言われますが、胃腸の弱い人や心
配な人はミネラルウォーターを購入したほうが無難です。

これから留学される方へ　留学前にスペイン語を話せることに越したこ
とはありません。しかし現地へ行ってしまえば全くゼロからのスタートでも、最
初は苦労しますがすぐ話せるようになります。これだけは持って行った方が
良いものは、風邪薬と抗生物質と虫除けです。また私は様 な々語学学校の
留学生と知り合い色 な々情報も得ることができました。コスタリカ留学に興
味があれば、ぜひ挑戦してみてください。

スペイン留学.jp

留学体験レポート

H.Kさん（男性/20代）
滞在都市：サント・ドミンゴ・デ・エレディア
期間：2017年4月3日～6月30日
学校：donQuijote （ドンキホーテ　サント・ドミンゴ・デ・エレディア校）

Costa Rica

　高校生の頃から漠然と外国への留学に興味を持っ
ていました。先に1年間カナダに留学していた兄に、ス

ペイン語の将来性や中南米の魅力を語られ、留学することに決めました。な
ぜコスタリカという国を選んだのかは、中南米の中では安全な国で、マリンブ
ルーのビーチや緑豊かな山や森の景色に惹かれたからです。コスタリカには
そんなに多くの語学学校は存在せず、調べたらドンキホーテという学校が見
つかったのでそこにしました。留学の準備はあまりせず、スペイン語も少し習い
ましたが、ほぼゼロからのスタートで留学生活を始めました。

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
を読み込んでください。スペイン留学.jp

スペイン・中南米への留学は

学校情報 今回訪れたコスタリカの語学学校を紹介。
この他にもラテンアメリカ各国にたくさんの語学学校がありますのでお気軽にお問い合わせください。

サント・ドミンゴ・デ・エレディアは首都のサン・ホ
セから近い場所にあります。かわいらしい小さな
街で、ヴァレセントラルの中心に位置し、フレンド
リーでおもてなしの心にあふれた街として知られ
ています。美しい公園、コロニアル様式の教会、そ
して静かな通りがあり、サント・ドミンゴは絵画の
ような街です。夜には、様々なレストランやバーが
あなたを楽しませてくれるでしょう。

･多目的スペースもある明
るい校舎
･Wi-Fi完備
･ダンス・料理コースあり ドンキホーテ

サント・ドミンゴ・デ・エレディア校


