A.Kさん

R.Oさん

（10代）

（20代）
都市：アンティグア（グアテマラ）

都市：マラガ（スペイン）
期間：2週間

期間：4週間

学校：コレヒオ・マラビージャス

学校：ドンキホーテ・アンティグア校

周りに同調することが良

留 学 前は、道 端で外 国

帰国後、バイト先のゲスト

人の観光客や困っている人

ハウスにインドネシアの人が

日本人学生は私だけで日

しとされる学校生活の中で、

本語が使えない状況でした。

自分のアイデンティティを見

そこで出会った仲間の、自分

失いそうになることがありました。

の芯や考えがある生き方に好感

を見ても、簡単に道案内を
するだけで終わっていました。

来てくれて、駅まで同行しまし
た。留学中に参加したツアーで
ある人が「どこから来たの？ なんでスペ

普段は仲の良い友人の輪などコンフォー を持ちました。外国人は親日的な印象が
トゾーンにいることが多く、全く新しい環

ありますが、自ら進んで行動せずに待って

イン語を話せるの？ 何をしているの？」

境で自分の可能性を広げるチャレンジが

いても仲良くなれません。圧倒されそうに

など、たくさん質問をしてくれて会話が弾

したかったのでスペイン留学を決めました。 なることもありましたが、自分の殻を破っ

んだこと、僕に話かけてくれたくことがとて

て積極的に行動した結果、言語や文化

も嬉しかったことを思い出し、道中、なぜ

を超えた友情を構築することができました。

日本に来たのか、なぜ興味を持ったのか、

留学を契機に、意見を持って周りに流さ

どの都市が好きかなど質問しました。道

れずに皆と協調する生き方を実践できる

案内の途中でお互いのことを話しただけ

ようになりました。さらに、多様な国の人

ですが、そういう限られた時間でどんなこ

と交流したことで前よりも世界が身近に

とを話せば良いのか、周りに日本人がい

なり、国際情勢にも広く関心を持てるよう

ない環境に身を置いたことで、自分から

になりました。

話しかける力がつきました。

スペイン・中南米への留学は

留学 Before & After

スペイン留学.jp

スペイン語圏で暮らして、

スペイン語圏に留学すると価値観が変わる？ スペイン留学 .jpを利用してスペイン・中南米へ留学した7名にお話を聞きました！

E.Aさん

Y.Rさん

（30代）

（20代）

サラマンカでは先生も生
徒もあまり躊躇なく言いたい
ことを言っているように感じま
した。ピソの同居人も、一緒に

都市：バレンシア（スペイン）

都市：サラマンカ（スペイン）

期間：27週間

期間：1週間

学校：エスパニョレ IH バレンシア

学校：ドンキホーテ・サラマンカ校

出かけようと誘ってきたのに「用事がある
から」
と言って帰るなど、最初はとまどいま
したが、良いことであれ悪いことであれそ
の人の立ち位置をはっきりさせてくれると、
受け取る側は楽な気持ちになるのだなと

基本的に何事にも消極

自分の意思や考えで行動

留 学 前は、自己 紹 介が

的でネガティブでした。周り

することが多くなりました。周

苦 手で「Me gusta」の 後

実感しました。ある授業で、外食する人

の人がやっているから自分も

りの目を気にせず思ったこと

がなかなか続けられず、無難

がいかに無知かを延々と語る人がいて、

やるというのがほとんどでした。

をやり通すことの大切さに気づき

また、街中で困ってる人がいたり、電車

ました。困ってる人がいたときに自発的

の中でお年寄りの方が立っていたりする

に動いて行動できるようになったので、
そ

ときに、
「 今ちょっと急いでるしな」
とか「自 ういう自分をすごく誇らしく思います。また

な話をしていました。この話をし

いい加減うんざりし、
「私はスペインで外

たら変な人と思われるかなと心配したり、 食したいことに変わりはないしこの話題
人にどう思われるか気にしすぎたりしてい
たのだと思います。

に興味がないので、違う話をしましょう」
と
提案しました。拍子抜けするほどあっさり

分がしても迷惑じゃないかな」
とか考えて

留学後は考えもポジティブになり、気持ち

受け入れられたので、本当に我慢するこ

しまい、手を差し伸べたり席を譲ったりで

がすごく楽になりました。スペインのお店

とはないのだなと感じました。と同時に、

きませんでした。

の対応を見た後だと、
日本はなんてきっち

言われた方は全く気にしていないし、波風

りした国なんだと思い、
ちょっとしたミスな

を立てないように自分の意見を隠したり、

ども全然構わず許せるようになった気が

評価を気にして周囲に合わせたりする日

します。例えば、スペインではファーストフ

本の風潮は健全ではないな、
と感じるよ

ード店でも非常に時間がかかったりします。

うになりました。それ以来、自分の意見を

このスペイン流に慣れるとすごく寛容的

躊躇なく言えるようになってきたと思います。

になれると思います。

ネガティブな不安や心配がなくなり、

留学前後で一番心境の面で変わったのは、人の評価を

ようになりました。

まり気にならなくなった点だと思います。

ポジティブ思考で積極的に行動できる
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あまり気にしなくなった、人からどう思われようとあ

S.Kさん

M.Sさん

（60代）

（40代）

都市：サラマンカ（スペイン）

都市：バレンシア（スペイン）

期間：4週間

期間：2週間

学校：ドンキホーテ・サラマンカ校

学校：エスパニョレ IH バレンシア

もともと話すのは好きな

留学中はとにかく自分の

高齢、かつ初めての留学

帰国後、街で外国人に話

方でしたが、頭のどこかで間

意見を言う機会が多く、最初

だったので諸外国の生徒と

しかけることに抵抗感がなく

違えないように話さないとい

は自分の頭の中では意見や

一緒に勉強ができるかどうか

なりました。スペイン語が上

けないと思っていて、時間がか

考えがあっても、いかにそれを口

不安でした。街で外国人を見か

手に話せなくても相手の目を見

かっていました。また、話したいことがあっ

で表現することに慣れていないかを感じま

けた時は話したい気持ちはあるけれども、 ながら会話できるようになり、恥ずかしさも

てもうまくスペイン語で表現できず諦めて した。そして、人の意見を聞いて、それに

なかなか話しかけることが出来ませんでし

いることもありました。意見を言うときも、
「こ

対して自分の意見を言うスピードも必要

た。電車で外国人を見かけてもなるべく 積極的に話すことができるようになったか

なくなりました。これは留学先で誰とでも

んな意見でいいのかな」と自信が持てな

だと実感。それからは、間違えることは気

目を合わせないようにしていました。恥ず らだと思います。帰国後は、留学中より

いことが多かったです。

にしないで、思ったことはとりあえず口に

かしいという気持ちが先に立っていました。 も外国人と話す機会も減りましたが、
ます

出して言うことと、諦めずに話すことを心

ますスペイン語に興味を持ち、
もっと勉強

がけるようにしました。ホストマザーは話

したいと思うようになりました。そして引き

すのが好きな人だったので、いろいろなこ

続きスペイン語の勉強を続けたおかげで、

とを話しました。話が盛り上がるとかなり

語学力は留学中よりもさらにアップしてい

早口になって、スペイン語のスピードに慣

ると感じます。

れるいい経験にもなりました
（笑）
。

スペイン語を聞くこと、話すことに慣れました。

外国人と話すことに恥ずかしさや抵抗感がな
くなり、もっと勉強したいと思いました。

私は変わりました！

さあ、次はあなた

の番で す ♪

現地で体験した異文化交流は、皆さんの帰国後の暮らしにどんな変化をもたらしたでしょうか？

夏休みスペイン留学

N.Kさん

応援キャンペーン

（50代）
都市：セビーリャ（スペイン）

スペイン語圏に留学した人は、国境を超えた出会いを通して、豊かな価値観と

期間：2週間

自信をつけて帰国します。これは現地で暮らしてみないとわかりません。あなた

学校：クリック IH セビーリャ

も留学先で、今までにない経験をしてみませんか。年齢は関係ありません！

海外では思わぬこと・アク

想像していないこと、ハプ

シデントが起きることがあり

ニングが起こるのが海外
（特

ます。その時にどうすれば良

にスペイン語圏！）
です。今回

いか、
どう対応するか、わからず
に固まってしまったこともありました。

の留学も手配していたホテルが
工事中で宿泊の1日前にさらっとメール

今年の夏休みにスペイン留学 .jpで申込すると、おトクに留学できるキャンペー
ン実施中です！ 対象の学校には日本人スタッフが常駐しているので安心♪
対象

2019年8月1日〜9月30日に現地に2週間以上滞在する方

が届いただけでした。今回が初めてでは

A. バレンシア

B. サン・セバスティアン

なくスペインにも何度か旅行していたので、

学校：エスパニョレ IH バレンシア

学校：ラクンサ

スペイン人の性格や国民性は私なりに
理解していたので対応することができまし
た。毎日授業に出席することはもちろん、
留学中は学校がやっているアクティビテ
ィに参加することをおすすめします。現地

いずれかのアクティビティ
1回無料参加：

セーリング
（40€）
*9/13まで

スペイン人から街の歴史や観光名所に

土曜日の日帰り遠足
（30€）

ついて詳しく聞くことができるので、本や

パエリアパーティー
（20€）

インターネットに載っていない細かい歴史
やうんちくを知ることができました。

資料請求／お問い合わせ

特典

www.spainryugaku.jp
info@spainryugaku.jp

特典

登録料・宿泊手配料が
無料
（各先着2名様）

（2〜3週間の留学）

コース登録料
（60€）
無料

（4週間以上の留学）

コース登録料
（60€）
無料
宿泊手配料
（50€）
無料

5都市にご相談窓口

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│ 受付
時間 月〜土 8:30−21:30

有限会社 ADELANTE

