


インターナショナルハウス

当校は、国際的に評価の高い、言語教育の質向
上において50年以上の歴史があるインターナ
ショナルハウス国際組織 International House 
World Organisation (IHWO) のメンバーです。

1953年に設立されたインターナショナルハウス
は、現在世界40カ国に20言語以上を教える130
校もの独立した学校により構成されています。

各 校 は そ れ ぞ れ 独 自 に 運 営 され て い ます
が、IHWOに加盟しており、IHWOの厳しい品質管
理基準を守っています。

インターナショナルハウスは、世界中の加盟校が
言語教育の最高水準を達成することを求め、イン
ターナショナルハウスの名が品質と同義であるこ
とを保証し続けるため、全ての加盟校に定期的な
厳しい視察を行っています。

エスパニョレ・インターナショナルハウス・バレン
シアと地中海ライフへようこそ！バレンシアの中
心でスペイン語を学び、体験しましょう。文化を知
り、太陽とビーチと美食を楽しみに、是非おいでく
ださい。

このパンフレットでは私たちのバラエティに富ん
だコースと滞在方法をご案内します。よく知って
いただくことで、学生たちがどれほど楽しんでスペ
イン語を勉強しているか、よくお分かりいただけ
るでしょう。

「スペイン語でコミュニケーションする」というあ
なたの目的を達成するために完璧に用意された
プログラムが見つかることでしょう。

あなたの滞在に必要なもの全てをお手伝いしま
す。街の中心に位置し、近代的な設備を備える私
たちの学校は、幅広いレベルのコースを揃えてお
り、非常に経験豊かなプロの教師陣がお迎えしま
す。

また、宿泊に関わる全てをアレンジし、毎週開催
されるアクティビティやイベントへの参加をおす
すめします。

到着の瞬間から帰国するその日まで、あなたが最
大限楽しみながら成果を引き出せるようベストを
尽くします。是非お確かめください！

クリスティーナ　ナバロ
校長
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なぜエスパニョレ・インターナショナルハウス・バレンシア　なのか

学校
エスパニョレ・インターナショナルハウス・バレン
シアは中規模の学校です。ハイクオリティなスペ
イン語コースをフレンドリーな雰囲気の中で提供
します。私たちの目的は、あなたがスペインのラ
イフスタイルや文化を楽しんでいる間に、速やか
にスペイン語を話せるようになるよう教えること
です。

学校は戦略的に街の中心地にあり、勉強するのに
最適な設備のある、リノベーションされたきれい
な２棟の建物を使っています。

コース　
バリエーション豊かなスペイン語コースがあり、
放課後もスペイン語力をブラッシュアップできる
ような、市内観光や日帰り旅行などの文化的アク
ティビティと組み合わせることができます。私たち
の教育法はコミュニケーションに基礎を置いてい
るので、初日から、日常のあらゆるシーンに対応で
きるよう教えます。

教師　
教師たちは、外国人へのスペイン語教育の経験
豊かなプロの教師たちです。全員、スペイン語の
言語と文学に特化されたトレーニングを受けて
おり、学生特有の要求に対応したり、彼らが必要
とするもの全てをサポートすることに慣れていま
す。教師たちは、学生たちが最高の楽しみと結果
を得られるよう、全力を尽くします。

宿泊　
異なったタイプの宿泊先をご用意しています。ホ
ームステイ、ほかの学生とのルームシェア、プライ
ベートアパート、レジデンス等。

バレンシア　
バレンシアは人々が求めるもの全てを持っていまバレンシアは人々が求めるもの全てを持っていま
す。バレンシアは文化と歴史で溢れんばかりの近す。バレンシアは文化と歴史で溢れんばかりの近
代的な都市です。スペインにおいて重要な地域に代的な都市です。スペインにおいて重要な地域に
あり、素晴らしい気候に広々としたビーチ、様々なあり、素晴らしい気候に広々としたビーチ、様々なあり、素晴らしい気候に広々としたビーチ、様々なあり、素晴らしい気候に広々としたビーチ、様々な
レジャーへのアクセスも容易です。バレンシアは
大都市にある全ての利点を持ちつつ、同時にリラ大都市にある全ての利点を持ちつつ、同時にリラ
ックスした開放的でフレンドリーな環境でもあり、
住みやすい場所です。住みやすい場所です。
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学生の国籍

学生の年齢

学校
学校は2棟の建物を使っており、街の中心で、人が
集まる場所や注目すべきスポットからすぐの場所
にあります。

学校には空調完備の17の教室があり、それらはイ
ンタラクティブホワイトボードなどの設備を備えて
います。図書室、サロン、無料で使用できるインタ
ーネットエリア、太陽が心地よい屋上テラスを備
えています。

学生

学生たちはそれぞれ異なった目的や理由を持っ
て世界中から集まります。

大学生、仕事でスペイン語が必要な社会人、趣味
で学習している人、スペイン語検定試験DELE準
備のための学生もいます。一般的には18歳から
40歳ですが、他の年齢層にも対応します。このよ
うな異なった年齢と国籍のミックスは、国際的で
興味深い雰囲気を作っています。

ドイツスイス

その他
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イタリア
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教師

教師陣は全員が大学卒のネイティブです。スペイ
ン語教育を愛し、ダイナミックで教師としての豊か
な経験もあり、外国人学生にスペイン語を教える
スペシャリストです。常に授業を楽しく興味深いも
のとなるように努め、最新の教材とメソッドを使用
しています。

インターナショナルハウスの学校では常に教師の
継続的なトレーニングと教育を行っています。言
語教育の世界は絶え間なく発展し、教師たちはい
つでもアップデートされた状態で、新しいテクニッ
クと教材を、相応しいタイミングで授業に組み込
みます。

授業でスペイン語を教えることに加え、教師たち
は市内観光や日帰り旅行などの課外授業にも付
き添い、あなたが学校に通う間、サポートします。
このようにしてスペイン語を学ぶことが、あなたに
とって良い経験であるように力を尽くします。
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スペイン語コース
メソッド

あなたが流暢に表現できるようになることが、私
たちの授業の目的です。

実際の生活で人々が言語を使うように、街中で話
し合われるように、社交的に、友達を作るように学
ぶでしょう。

私たちの教育法は、文法重視の文法アプローチ
と、近代的なコミュニカティブアプローチを統合し
たものです。

最も重要なことは、文法要項を日常繰り返すであ
ろうシチュエーションの中でコミュニカティブな文
脈として練習することです。

そして、そのためにインタラクティブホワイトボー
ドなど近代的な設備を使用します。

このようにして私たちの学生は、教室の中だけで
なく、教室の外に出た途端から練習することがで
きて能力を伸ばすことができます。

読む、書く、聴く、話す、という言語学習の基本的な
スキルに集中します。

授業は、タスクに基礎をおき、学生それぞれのニ
ーズと学習のスピードに合わせて計画されます。

授業は55分間で、スペイン語で行われます。通常
学生数は6～10人のため、教師は学生それぞれ
の特定のニーズに合わせた授業を行えます。

プログラムは同時に、学生たちをスペインの文化
に同化させるよう考えられており、学生たちがスペ
インのライフスタイルにどっぷり浸かって生活で
きるよう、バレンシア観光や他の都市への訪問な
どのアクティビティも計画されます。

レベル

コースは、セルバンテスセンターのプラグラム
と、ヨーロッパ言語共通参照枠組み　Common 
European Framework of Reference for 
Languageのガイドラインに合わせた入門から最
上級まで6レベルに分かれています。あなたがど
のレベルであろうとも、あなたに最適なクラスでお
迎えします。

レベル

A1－入門
身近な文脈において、簡単な文章のやりとりがで
きる。非常に基本的な会話を続けるために、それ
らの文章が理解できる。

A2－前中級
現在、過去、未来においての情報を理解し表現す
ることができる。また、日常的や個人的な情報の
コミュニケーションを含む、スペイン語圏の国を
旅行中に起こる大半のシチュエーションに対応
することがでる。

B1－中級

ネイティブスピーカーとスムーズに会話ができ
る。彼らとディスカッションに参加し、自分の視点
を身近な文脈で表現することができる。また自分
の過去の経験を表現し、同じく未来の計画や願
望や意欲を表現し理由を述べることができる。

B2－中上級
一般的なテーマについて、自分の意見を、口頭に
おいても筆記においても明確に表現できる。この
レベルでは、もっと複雑な構造に慣れており、そ
れらを適切な形で、流暢に使うことができる。そ
の上、慣用表現を含む豊かなボキャブラリーを
持つ。

C1－上級
ディスカッションやディベートを理解し参加する
ことができ、口頭においても筆記においても、明
確な理由を用いて構造的な理論を発展させられ
る。社会的、学術的、職業的な面においても、苦労
なく言語を扱うスキルとボキャブラリーを持つ。

C2－最上級
話し言葉、書き言葉を問わず、非常に高いレベル
を示す。慣れていない複雑な状況でも容易にデ
ィスカッションに参加したり構造的な文章を書く
ことが可能である。

複雑なテーマでも、付随するテーマを組み入れた
り、自分の意見を明確に表明することができる。

授業時間
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教材

授業では教科書と、新聞や雑誌の記事、オーディ
オヴィジュアルなど補完するための教材が使用
されます。教科書はインターナショナルハウスの
教師たちにより作成され、コミュニケーション重視
で、読む、書く、聴く、話す、全ての分野をカバーし
ています。

申込み料金には最初の教科書と教材代が含まれ
ています。レベルが変わって新しい教科書が必要
になった時は、購入するか、あるいは学校から借り
ることが可能です。

テスト

学生は授業初日、レベル分けテストを受けます。
採点後、入るクラスが指示されます。しかしその
後も、他の生徒たちと上達速度が違ったりレベル
が合っていないようであれば、レベルの変更が可
能です。

少なくとも月に一度、学生の進歩を確認するため
のテストが行われます。

証明書

コース終了時には、受講したコース名、授業時間
数、到達レベルの書かれた出席証明書及び進歩
レポートが与えられます。

図書室

２Fにある学校の図書室の本や映画を貸し出して
います。小説、文法の参考書、辞書、DVDなどを取
り揃えています。

インターネット　ワイヤレス接続

学校ではインターネットに接続された学生用パソ
コンを使用することができ、無線接続も可能なの
でご自身のパソコンを持ち込みで使用することも
可能です。



開講日 毎週月曜日。ただし初めてスペイン語を学習される方を除きます。 
（初めて学習される方の開講日についてはスケジュール＆プライスリストをご確認ください）

1週間の授業時間数 20時間の一般スペイン語授業＋5時間の会話の授業

1授業の長さ 55分

コースの期間 1～36週間

レベル 入門から最上級まで全てのレベル

1クラスの学生数 最大10人、平均6人

時間割 午前または午後：9:30-14:30、または13:30-18:30　（変わる場合があります）

コースの種類

グループおよびプライベートのスペイン語コース
があります。ビジネススペイン語といった特別な
スペイン語コースや、DELE、商工会議所スペイン
語検定の受験準備のコースもあります。

ほとんどのコースが入門から上級までのレベルに
分かれています。

授業は午前中または午後に少人数グループで行
われ、授業時間は55分間です。

インテンシブコース

インテンシブ20

このコースは、言語を学び、友達を作り、そしてスペインの生活と文化を楽しみたい学生のためにデザイ
ンされています。このコースの第一の目的は、できるだけ早く日々のあらゆるシチュエーションの中でスペ
イン語によるコミュニケーションができるようになることです。授業は午前または午後に1日4時間。最短1
週間から受講可能です。

インテンシブ25

もしオーラルコミュニケーションに集中して毎日授業を追加したいなら、このコースはあなたのためにあ
ります。１日5時間の授業です。

開講日 毎週月曜日。ただし初めてスペイン語を学習される方を除きます。 
（初めて学習される方の開講日についてはスケジュール＆プライスリストをご確認ください）

1週間の授業時間数 20時間の一般スペイン語授業

1授業の長さ 55分

コースの期間 1～36週間

レベル 入門から上級まで全てのレベル

1クラスの学生数 最大10人、平均6人

時間割 午前または午後：9:30-13:30、または14:30-18:30　（変わる場合があります）
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インテンシブプラス

このコースはインテンシブ20とプライベートレッスンのコンビネーションです。毎日4時間のグループレッ
スンと1時間のプライベートレッスンの1日5時間です。プライベートレッスンはそれぞれの生徒のニーズ
に合わせることが可能で、興味のある分野に特化集中することができます。

スーパーインテンシブ

このコースは非常に集中した形で、コミュニケーション力と言語力を発展させたい学生のためにデザイン
されています。コースはインテンシブ25とプライベートレッスンのコンビで、5時間のグループレッスンと
１時間のプライベートレッスンの１日6時間です。プライベートレッスンはそれぞれの生徒のニーズに合
わせます。

開講日 毎週月曜日。ただし初めてスペイン語を学習される方を除きます。 
（初めて学習される方の開講日についてはスケジュール＆プライスリストをご確認ください）

1週間の授業時間数 20時間の一般スペイン語授業＋5時間のプライベートレッスン

1授業の長さ 55分

コースの期間 1～36週間

レベル 入門から最上級まで全てのレベル

1クラスの学生数 最大10人、平均6人。プライベートレッスンは1人。

時間割 午前または午後：9:30-14:30、または13:30-18:30　（変わる場合があります）

開講日 毎週月曜日。ただし初めてスペイン語を学習される方を除きます。 
（初めて学習される方の開講日についてはスケジュール＆プライスリストをご確認ください）

1週間の授業時間数 20時間の一般スペイン語授業＋5時間の会話の授業＋5時間のプライベートレッスン

1授業の長さ 55分

コースの期間 1～36週間

レベル 入門から最上級まで全てのレベル

1クラスの学生数 最大10人、平均6人。プライベートレッスンは1人。

時間割 午前または午後：9:30-14:30、または13:30-18:30　（変わる場合があります）

プライベートレッスン 個人により変わります



プライベートレッスン

プライベートレッスンはどのレベルでも受講可能
で、特に学生のニーズに合わせてプログラムを組
むことが可能です。

開講日 毎週月曜日

1週間の授業時間数 1時間から

1授業の長さ 55分

コースの期間 1～36週間

レベル 入門から最上級まで全てのレベル

1クラスの学生数 1人（学生2人で授業を受けるオプションもあります）

時間割 個人により変わります
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長期プログラム

このコースは12週間以上受講し、スペインのライフスタイルと文化を体験したい学生のためにデザイン
されています。授業は午前または午後に１日4時間です。

開講日 毎週月曜日。ただし初めてスペイン語を学習される方を除きます。 
（初めて学習される方の開講日についてはスケジュール＆プライスリストをご確認ください）

1週間の授業時間数 20時間の一般スペイン語授業

1授業の長さ 55分

コースの期間 12～40週間

レベル 入門から最上級まで全てのレベル

1クラスの学生数 最大10人、平均6人

時間割 午前または午後：9:30-13:30、14:30-18:30　（変わる場合があります）

コースに含まれるもの

• ウェルカムファイル

• 教材（最初の教科書）

• 学習指導、相談

• レベル分けテスト

• 選んだコース

• 共有スペースの使用

• 無料インターネット

• 学習レポート

• 修了証明書



商工会議所スペイン語検定

このコースはマドリッド商工会議所のスペイン語
検定試験対策をしたい学生のためのコースです。
この試験は学生のビジネススペイン語の知識を
評価し、またアルカラ大学との協力によって行わ
れます。

資格は特にビジネスの世界で国際的に知られて
おり、ビジネスのあらゆる分野における専門用語
を、技術的かつ実践的に身につけます。

開講日 5 月、6月、9月

1週間の授業時間数 20時間の一般スペイン語授業＋5時間の検定試験対策授業

1授業の長さ 55分

コースの期間 1～6週間

レベル 中級(B1)以上

1クラスの学生数 最大10人、平均4人

時間割 午前：9:30-14:30、または午後：13:30-18:30　（変わる場合があります）
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試験対策

DELE

このコースは、セルバンテス文化センターが運営
している国際的に知名度の高い検定試験DELEの
準備をしたい学生のために特別に用意されてい
ます。

試験に合格すればその受験したレベルのスペイ
ン語学力を習得したという公的な証明が与えられ
ます。

試験は5月、8月、11月の年3回行われます。

開講日 4月、7月、10月

1週間の授業時間数 25時間のDELE対策の授業

1授業の長さ 55分

コースの期間 1～7週間

レベル 入門(A1)から最上級(C2)まで全てのレベル

1クラスの学生数 最大10人、平均4人

時間割 午前または午後：9:30-14:30、または13:30-18:30（変わる場合があります）

DELEにはヨーロッパ言語共通参照枠組
み　Common European Framework of 
Reference for Language に沿った、A1か
らC2まで6つのレベルがあります。

商工会議所は３種類のレベル試験を実行
しています：

・ベーシックビジネススペイン語証明書

・上級ビジネススペイン語証明書

・ビジネススペイン語ディプロマ



[ 12 ]

スペシャルコース

ビジネススペイン語

このコースは、スペイン語が話されている国々で
のビジネスに関心のある学生や社会人のために
あります。ビジネスで使用される特有の言語構造
や語彙を勉強します。午前または午後に1日5時
間、最短1週間から受講できます。

開講日 スケジュール＆プライスリストをご確認ください

1週間の授業時間数 20時間の一般スペイン語授業＋5時間のビジネススペイン語授業

1授業の長さ 55分

コースの期間 1～6週間

レベル 中級(B1)以上

1クラスの学生数 一般スペイン語授業：最大10人、平均6人 
小グループ、最大4人

時間割 午前または午後：9:30-14:30、または13:30-18:30（変わる場合があります）

スペイン語とボランティア

このコースはスペイン語学習とボランティア活動
の組み合わせです。異なる文化にある人を助け、
スペイン語を学び、同時に楽しむ大変良い機会と
なるでしょう。教育、文化、社会、環境、健康など、多
方面のプロジェクトの中から、あなたがもっとも関
心のある分野を選ぶことが可能です。

まず最低2週間のスペイン語授業の受講が必要と
され、その後最低6週間のボランティア活動が始ま
ります。
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スペイン語とセイリング

セイリングの世界的中心地として有名で、第32
、33回アメリカスカップの開催地となったバレン
シアは海を楽しむのに最高の都市です。スペイン
語とセイリングコースは、まったく経験のない人か
ら熟練の海兵隊員まで全てのレベルの航海者に
開かれています。

このコースは非常に実践的です。バレンシアヨット
クラブに係留された、Beneteau Platu 25 の私た
ちの船エスパニョレ号で学び、船を操縦し、航海し
ます。

船の操縦方法、気象学、海での安全、航海や船舶
の専門用語、ロープワーク、舵のとり方、船上の責
務などを学びます。

週20時間のスペイン語と、10時間のセイリングの
授業です（スペイン語は毎日4時間、セイリングの
授業は3日間で行われます）。

※泳げる人のみが対象となります

開講日 スケジュール＆プライスリストをご確認ください

1週間の授業時間数 20時間の一般スペイン語授業＋10時間のセイリング授業

1授業の長さ 55分

コースの期間 1～6週間

レベル 入門から最上級まで全てのレベル

1クラスの学生数 一般スペイン語授業：最大10人、平均6人 
セイリング授業：最大5人の小グループ

時間割 午前または午後 
一般スペイン語授業：9:30-14:30、または13:30-18:30　（変わる場合があります） 
セイリング授業：週3日間（気象学によります） 
10:00-13:20 または15:00-18:20 （変わる場合があります）
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ジュニアコース

夏期には12才から16才の学生を対象とした特別
なスペイン語コースがあります。

バレンシア市街から約15キロ離れた、海と山の近
くの静かなエリアにある学校で行います。

午前中3時間のスペイン語の授業、午後はスポー
ツや文化的アクティビティ、週末は遠足がありま
す。

宿泊は学校近くの慎重に選ばれた家庭にホーム
ステイです。

コンビネーションコース 
異なる都市の組み合わせ

スペイン内の2校もしくはそれ以上の私たちの学
校での受講を組み合わせることができます。この
方法で、コースを受講するうちにスペインのいく
つかの地方を知ることができるでしょう。

インターナショナルハウススペインの、スペイン全
土にある以下の8校から選ぶことができます。

バルセロナ、コルドバ、マドリッド、パルマデマヨル
カ（マヨルカ島）、サン・セバスチャン、セビリヤ、カ
ディス、バレンシアディス、バレンシア

プログラム内容

• 月～金曜日、午前中3時間のスペイン語
授業

• 午後のスポーツ、レジャー、ワークショ
ップ

• ホストファミリー宅への宿泊。ダブルル
ーム、平日は2食付、休日は3食付

• 月～金曜日、学校での昼食

• 月～金曜日、学校までの交通

• 教材

• 毎土曜日の遠足。ガイド、食事、交通込み

• 24時間サポートサービス

• 修了証明書と学業評価レポート

• 空港送迎
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団体プログラム

学校や各団体のご要望に合わせたオーダーメー
ドのコースを提供します。1年中、例えば休暇の間
も提供することができます。学生のために、学校の
授業の補足するような旅行を企画したいと考える
先生方を想定しています。

限られた時間の中での効果的な言語学習と、豊富
な文化体験と楽しい時間の提供を目的としていま
す。

プログラムは、スペイン語授業と、バラエティに富
んだ楽しくて教育的なアクティビティや遠足で構
成されています。これらは各々の関心や年齢やプ
ログラムの期間に合わせてデザインされます。ま
た、学生用、教師用の宿泊も手配します。

10人以上のグループに対応します。私たちが取り
扱う一般的なケースは10人～30人の1～2週間
のコースです。

スペイン語授業語授業

授業は革新的でコミュニカティブな教授法で行わ
れます。そのグループだけのクラスを作ることも可
能ですし、様々な国籍の学生がいる学校の他のク
ラスに混ざることも可能で、このオプションは非常
に刺激的な、国際的な環境で勉強する機会となる
でしょう。授業は楽しく、インタラクティブで、学生
は積極的に参加できます。内容は学生のニーズに
合わせることが可能です。

コース内容

• 月曜日から金曜日までの午前中、15時
間もしくは20時間のスペイン語授業

•午後のアクティビティ、週末の遠足

•ホームステイ、もしくは週7日2食付また
は3食付のレジデンスの宿泊

•空港送迎

•教材

•資料一式の入ったファイル、レベル分
けテスト、コースの証明書

•学生10人につき教師1人の無料宿泊

•24時間サポートサービス



[ 16 ]

宿泊

宿泊先はホームステイかレジデンスを選択でき、
いずれの場合も2食もしくは3食付の2人用部屋に
なります。

ホストファミリーとの滞在は、最大限スペインの文
化を知りたいと望む学生にとっては素晴らしいも
のになるでしょう。レジデンスの滞在では、大学の
キャンパス内にあり、バスルーム付きの部屋にな
ります。レジデンスは広々とした共有ゾーンがあり
ます。

もしご希望であれば、レジデンス内で授業を行う
ことも可能です。

スケジュール例

アクティビティ

学校が企画する文化的アクティビティや遠足は、
学習プロセスの根本的なものと考えています。そ
のため、夜間も含めた午後の時間の多彩な文化プ
ログラムを用意しています。旅行のオーガナイザ
ーは、この研修活動が学生にとって特別な体験に
なるよう、豊富な選択肢の中から選択することが
できます。

私たちはバレンシア市内の興味深い場所への訪
問のほか、アルテア、サグント、ペニスコラ、ハティ
バなどの近郊への遠足もアレンジします。午後や
夜は、ショッピング、ボウリング、映画、ビーチゲー
ム、スポーツ、クイズ大会、ディスコ、カラオケなど
のアクティビティをご用意します。

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

8:00 - 9:00

到着

空港から宿 
泊施設への 

移動

朝食

9:30 - 11:15
スペイン 
語授業

スペイン 
語授業

スペイン 
語授業

スペイン 
語授業

スペイン 
語授業

ペニスコラへ 
日帰り旅行

11:15 - 11:30 休憩

11:30 - 13:25
スペイン 
語授業

スペイン 
語授業

スペイン 
語授業

スペイン 
語授業

スペイン 
語授業

13:45 - 14:45 昼食

14:45 - 15:45 自由時間・自習

16:00 - 18:00 市内観光 芸術科学 
都市訪問 ビーチバレー 火祭り博 

物館見学
陶器工房 

見学

18:00 - 20:00
タパスの 

夕べ ダンス ボウリン 
グ

学校で映 
画鑑賞

お楽しみ 
会

20:00 - 20:30 宿泊施設へ移動

21:00 夕食

※到着は他の曜日でも可能です
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滞在期間中、快適に感じリラックスするためには、
満足できる滞在場所に出会うことが不可欠でしょ
う。このことから、質の高い宿泊先を提供すること
を特に重要視しています。

例えばホストファミリーは細心の注意を払って選
んでいますし、シェアアパートやプライベートアパ
ートが良い状態に保たれていることを確認し、宿
泊に関するあらゆることについて学生たちをサポ
ートしています。

シェアアパート
このタイプの宿泊は、他国出身の学生と生活する
チャンスを与えます。アパートには3～4部屋の寝
室と、1～2部屋の共通のバスルームがあります。
全てのアパートには、完璧に備品が整ったキッチ
ン、テレビのあるサロン、洗濯機とアイロンを備え
ています。学校からはベッドリネンが支給されます
が、タオルは持参してください。節度ある使い方と
いう条件で、電気代、ガス代、水道代が含まれてい
ます。

共通スペースには2週間に一度の清掃が入ります
が、その他の面において、清潔に使用するのは学
生の義務です。

ホームステイ
スペイン人家族と生活することは、スペインの習
慣を知り、言葉の練習になり、スペインのライフス
タイルに慣れるのに最上の方法でしょう。あなた
が彼らと住んで本当に快く感じるよう、ホストファ
ミリーは細心の注意を払って選んでいます。贅沢
な家ではないかもしれませんが、あなたに必要な
ものを揃え、あなたを歓迎するでしょう。

ほとんどの家族は、学校からバスか地下鉄を使っ
て20分以内の場所に住んでいます。あなたの部
屋はシングルルームかダブルルームで、食事は朝
食のみ、2食付、3食付から選ぶことができます。週
に一度の掃除と洗濯も含まれています。

好きなときに出入りできるよう自分の鍵を持つこ
とができます。しかし、特に食事の時間などの基本
的なルールは遵守してください。

ホストファミリーには様々なタイプがあります。両
親と子供という家庭もあるでしょうし、人付き合い
が好きで学生を受け入れるカップルもしくは片親
のみの家庭もあるでしょう。

あなたはスペイン語だけが話される環境で家庭
的な雰囲気に触れることでしょう。他の学生が住
んでいる場合もあるので、その時はより簡単に友
達を見つけることもできます。

宿泊

宿泊先比較

シェアアパート ホームステイ レジデンス プライベートアパート

ロケーション 住宅地 住宅地 大学周辺 市街の中心

通学時間 バスや地下鉄で約20
分（平均10分）

バスや地下鉄で約20
分（平均10分）

バスや地下鉄で25
分-30分 徒歩5分

食事 含まれません 朝食のみ、2食付、 
3食付から選択

朝食のみ、2食付、 
3食付から選択 含まれません

学生数 1～6 1～4 400 1～3

シングルルーム 有 有 有 有

ダブルルーム 有 有 有 有

設備
備品付きキッチン、洗
濯機、テレビ、共同バ

スルーム

洋服ダンス付き寝室、
勉強机と椅子、共同バ

スルーム

専用バスルーム付き
寝室、洋服ダンス、勉
強机と椅子、電話、イ
ンターネット、エアコ

ン、食堂

備品付きキッチン、電
子レンジ、洗濯機、テ

レビ、エアコン

清掃 2週間ごと 毎週 毎週 2週間ごと
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大学寮レジデンス
学校にも通いやすいエリアにある、大学のキャン
パス内にあるレジデンスも提供しています。部屋
はシングルルームかダブルルームで、各部屋には
バスルーム、電話、エアコン、勉強スペースがあり
ます。レジデンスには共有スペース、テレビ付きラ
ウンジ、24時間対応の受付、カフェテリア、食堂、
インターネットのできる部屋があります。キッチン
はありませんが、朝食のみ、2食付、3食付から選ぶ
ことができます。週に一度の掃除も料金に含まれ
ています。

プライベートアパート
プライベートアパートは町の中心にあり、学校ま
で歩ける距離です。ソファベッドかベッドのある居
間と、設備の整ったミニキッチン、洗濯機がありま
す。シングルルームとダブルルームがあります。寝
具一式と、節度ある使い方という条件で、電気代、
ガス代、水道代が含まれています。

2週間に1度の共有エリアの掃除が含まれています。

ホテル・ホステル
このような場所の宿泊がご希望でしたら、予約や
アドバイスなどのお手伝いをします。

宿泊は、授業初日（月曜日）の前日の日
曜日の午後2時から、最終授業（金曜
日）の翌日の土曜日の午後12時まで有
効です。スケジュール＆プライスリスト
に記載されている料金で、延長追加宿
泊も可能です。

• チェックイン　

日曜日　午後2時以降

• チェックアウト　

土曜日　午後12時以前
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アクティビティ
アクティビティプログラムと遠足は、あなたがスペ
イン文化やスペイン人のやさしさと出会ったり、お
祭りの雰囲気を楽しむための助けになるでしょう。
スペイン語コースを理想的に補い、日常的なシチ
ュエーションでの会話の練習や、スペインとスペ
イン文化を理解したり、人と知り合うきっかけにな
るでしょう。

また、バレンシアはスポーツの練習にも適してい
ます。学校の近くには、テニス、バスケットボール、
サッカー、スカッシュ、エアロビクス、フィットネス
やステップのできる運動施設があります。

学生からの意見

このコースに申し込んだとき、これから何が起こる
かわかりませんでした。実際、スペインやバレンシ
アについても大して知りませんでした。しかし、特に
旧市街やビーチ、フレンドリーな人々と美食などに
すぐに魅了されてしまいました。美味しい‘パエリヤ’
や‘オルチャタ’をバレンシアにいて頼まない手はあ
りません！

先生たちは全員違ったメソッドで、私たち学生が楽
しんで学習できるように教えてくれます。これは忘
れられない経験です。

アンドレア、オーストラリア

プログラム例

市内観光

ウェルカム・パーティー

ビーチでのピクニック

博物館見学

ショッピング

映画鑑賞

ダンス教室

タパス巡り

パエリヤパーティー

ビーチバレー

学生ディナーパーティー

芸術科学都市見学

歴史地区訪問

スポーツ大会

言語交換

文化講座、ワークショップ
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毎月たくさんのアクティビティが催され、たいてい
は参加無料（1週間に催されるうち最低4つは無
料）で、残りのものも大変低価格です。1週間のプ
ログラムの例は以下です。

• 月曜日：市内観光＆ウェルカム・

パーティー　（無料）

• 火曜日：「スパニッシュフード」に

ついて、言語講座ワークショップ

（無料）

• 水曜日：学校で映画鑑賞「オー

ル・アバウト・マイ・マザー」（無

料）

• 木曜日：博物館見学、または学

校内でダンス教室（無料）

• 金曜日：学生ディナーパーティー

（有料）

• 土曜日：ハティバへ遠足 

（有料）



バレンシア
バレンシアはおよそ80万人が住む国際色豊かな
都市です。この美しい地中海都市は、穏やかな気
候、豊かな食文化、お祭りや文化的イベントを楽し
むことができます。 歴史的な伝統と近代建築が
共存している都会です。

この20年でバレンシアは驚くほどの変貌を遂げ
ました。その最もたる例が芸術科学都市、バレン
シア現代美術館IVAM、コンサートホール パラウ・
デ・ラ・ムシカ、会議場 パラウ・デ・コングレソスな
どです。これらの現代建築物は、美しくミステリア
スな教会やゴシック建築バロック建築で満ちた歴
史的中心地とコントラストを成しています。

古くはトゥリア川が流れていたハルディン・デ・トゥ
リアは、今では街を大きく取り囲む公園となってい
て、サイクリング、ランニング、ローラースケートな
どあらゆるスポーツの練習に最高の舞台となって
います。

カルメン地区は、中心地の中で最も有名で面白い
地区のひとつで、たくさんのタパスのバルや、パエ
リヤで有名な美味しいバレンシア料理を楽しめる
レストラン、無数のディスコやパブがあることで知
られています。

あらゆる年齢層の人々が、この地区の歴史ある建
物に囲まれた細い道の中で、バレンシア独特のス
タイルを発見することを楽しんでいます。

バレンシアの温暖な気候は、1年の大半人々をビ
ーチに誘います。輝く砂と広々としていて開放的
なビーチは、日光浴の場としても、海岸沿いのプロ
ムナードに並ぶカフェやレストランでも有名です。

バレンシアの有名なお祭りの中で最も重要なの
は、3月に行われるファヤスという火祭りです。5日
間、花火、爆竹、アーティストが丹念に作成した人
形やモニュメントが街を占拠します。火薬のにお
いが春の花の香りと入り混じり、音楽隊が奏でる
音楽と爆竹の音が、街を訪れるに値する場所に変
えます。そうして街は春を迎える準備が整います。

バレンシアはヨットで国際的に知られているため、
第32回と第33回のアメリカスカップの開催地とな
りました。また、毎年F1ヨーロッパグランプリの期
間は、市街地サーキットを走るレーシングカーの
音と振動を感じます。

そして、1年のうち360日以上バレンシアを照らす
太陽と、開放的でフレンドリーな人々が、バレンシ
アをスペイン語を勉強する思い出深い日々を過
ごすのに理想的な場所にしているのです。

バレンシアへのアクセス
飛行機で

バレンシア市街から8キロのところに国際空港が
あります。ヨーロッパやスペイン国内の主要都市
からの便が到着します。さらにマドリッド、バルセロ
ナで乗り換えることにより世界中からアクセスでき
ます。空港から中心地までは地下鉄やバスで20分
です。

バスで

バスターミナルは市の西側の地域にあります。ヨ
ーロッパやスペイン国内の主要都市から発着しま
す。バスターミナルからの移動はバスか地下鉄が
便利でしょう。

電車で

スペイン中からの電車が、町の中心にあるバレン
シア北駅 エスタシオンノルテ　に止まります。学
校は駅から徒歩10分です。

送迎サービス

バレンシア空港、バスターミナル、駅から宿泊場所
までの送迎をアレンジします。ご希望の場合は、到
着の2日以上前に、日時、時刻、場所、便名など詳
細をご連絡ください。



初めての授業のある月曜日は、朝8時30分に登校
してください。

完全な初心者以外の学生は、8時30分から筆記と
口頭によるレベル分けテストがあります。

その後オリエンテーションがあり、他の学生や教
職員と知り合ったり、学校や街に関する様々な情
報が案内されます。テストが終了したら、教科書

と、あなたのレベルに応じた時間割を受け取って

ください。授業はその日から始まります！

午後は、学校が企画する市内観光ツアーがあり、

参加を強くお勧めします。

他の人と知り合ったり、あなたが街や学校の周囲

に慣れる良い機会となるでしょう。

授業初日

学校までのアクセス

地下鉄

最寄り駅　Colon駅 最寄り駅　Colon駅 
3番線、5番線　

バス

Pintor Sorolla, 
Calle de la Paz, 
Calle Colon 
等の中心部のバス停等の中心部のバス停
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お申込・お問合せ




