
学校の先生、年上のクラスメイトであっても、基本的に授
業ではtú, vosotrosの二人称でOK。失礼にはならないの
で安心してください！　日本人には抵抗があるかもしれ
ませんがusted, ustedesで話すと逆に自分から距離を置
くことになってしまいます。中南米は国によっても異な
りますがスペインとは違い、三人称が多く使われます。

スペイン語を習得したいなら、わからないまま放っておけばどん
どん授業についていけなくなります。先生は、「教室は間違う場所。
皆のために私（先生）はいるんだよ！　間違ってくれないと困る
よ！」と皆さんを暖か
く迎えてくれるので、
間違いを恐れず、わか
らないことはわからな
いと言う勇気を持っ
て、発言しましょう。

わからない時は先生に直接質問しましょう。質問することで尋ね
方や答え方、さらには相づちの打ち方まで練習できて自然と身に
付きます。クラスメイトが質問に乗っかってくると、同じ意味でも
他の単語や言い回しを勉強できる場合も多いです。先生は質問を
待っています。言葉で伝えるのが難しい場合は身振りや手振りを
交えるのも良いでしょう。

先生の言っていること、
クラスメイトの話す
スペイン語がわからない。
わかっていないのは
僕だけみたいだし、
質問するのは恥ずかしい……

とりあえず愛想笑いしてお
けばいいよな、
スペイン語話せないし……

先生の言葉の中で
わからない単語が
いくつかあったな……
まあでも後で
辞書を引けばいいか。

Tú, Vosotros？
それとも
Usted, Ustedesで
話せばいい？

¡Hola! スペイン語の語学留学は、語学スキル以上に、
さまざまな経験が得られる貴重な機会。
けれどもいざ海外で暮らしてみると、
現地の価値観や文化の違いという壁にぶつかります。
そこで留学を考えているスペイン語学習者の皆さんのために、
今回は留学先で「どんな風に行動すればいいか？」
「どうすれば成功するのか？」を
スペイン留学.jpスタッフ一同から伝授いたします！

¿Cómo nos comportamos 
en España?

間違ってアタリマエ。
コミュニケーションは最大の学び！
［学校での行動編］

留学の心構え

コミュニケーションをとる際、笑顔はとても大
切ですし万国共通です。第一印象はとても良い
と思いますが、愛想笑いだけでごまかすのはや
めましょう。先生もクラスメイトもあなたの意
見や考えを知りたいのです。誤魔化さず1フレー
ズを完璧に言えなくても、知っている単語で伝
えること、イエス・ノーを言うことが重要です。
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カフェやレストランなどでは荷物や貴重品を隣のイスやテー
ブルの上に置いたり背もたれにかけるのはご法度‼　置き
引きに注意が必要です。トイレの個室、服や靴の試着をする
時も同様、貴重品は肌身離さず持ちましょう。ここは日本じゃ
ない！　と意識することが被害に合う確率をぐんと下げます。

ホームステイの場合、嫌いな食べ物があれば遠慮せずファミリーに伝えましょう。初日に
聞いてくれるところもありますが、聞いてくれるのを待っているのではなくて自分から
積極的に話しましょう。好きなものも一緒に伝えればそこから会話も広がります。食べ
物のアレルギーがある場合も同様、忘れ
ずに伝えてください。現地のファミリー
はあなたが快適に生活できることを望ん
でいます。

ネガティブな言葉で謝るのではなく、ポ
ジティブな言葉で感謝の気持ち、お礼の
気持ちを伝えましょう。日本語の「すみ
ません」には色々な意味がありますが、外
国語は基本的に「こちらが悪いので謝っ
ている」という意味で取られます。謝る
のではなく小さなことでもお礼を言う方
がお互い気持ち良いですよね。

ブランド品や高価なものを身につけるのは
控えましょう。学生は特に注意！　中南米
ではさらに注意が必要。時計代わりにスマ
ホを使うより、腕時計が安全です。誰かが
そのスマホを狙っているかも知れません。
ながらスマホやガイドブック等を常に眺
めながら歩くのも、防犯上控えましょう。

スペインも中南米も水
はとても貴重です。シャ
ワーは15～20分で済ま
せるのがいいでしょう。
髪を洗っている間は必ず
蛇口は止めます。各家庭
で使えるお湯の量が決
まっているところもある
ので、水やお湯を使いすぎると最後の人がシャワーする時お湯が出
ない！　ということも……お互い配慮し合って気持ちよく生活しま
しょう。日本ではシャワーやお風呂は夜が多いですが、ヨーロッパで
は朝の人もいます。バスルームを使っても良い時間をファミリーやルー
ムメイトに事前に確認しておけば、同じ時間に集中せずに済みます。

同じアパー
トや住んで
いる家の敷
地内の人と、

エレベーターなどですれ違った際には元
気よく挨拶をしましょう。知らない人で
あっても、たとえ外国人であっても現地
の人は ¡Hola! と挨拶をします。笑顔も忘
れずに！

スペイン留学.jp

「スペイン語」留学しょ！

魚料理が苦手……
でもせっかく作ってくれたし
申し訳ないから言わないで食べよう。

暑い！　
シャワーをたっぷり浴びたい！　
冬は湯船に浸かりたい！

あっ、すみません、
すみません！

知らない人だし
目が合ったけど
特に何も言わなく
ていいよね。

せっかく海外に来たし
免税店で買ったブランド品を
持って行こう！！

他にも気になることがある！

もっと現地生活のことを詳しく知りたい！

文化の違いがわかれば
語学も上達する!?
［滞在先での行動編］

防犯意識も身に付けて
留学を楽しむ！
［外出での行動編］

そんな方は、スペイン留学.jpまでお問い合わせください。
カウンセラーが無料でご相談に応じます。

お問い合わせ

やっと一息！　
荷物も置いて
コーヒーブレイク♪

 06-6346-5554（大阪本社）
 info@spainryugaku.jp
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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91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23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

29acueducto.jp



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

スペイン留学.jp

留学費用例 Tarifas para estudiar en España y Latinoamérica

 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

ここではみなさんが一番気になる留学費用をご案内。街や学校、滞在先によっても大きく異なります。
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