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スペイン語ワールドで学ぶスペイン語

スペイン語ワールド エンフォレックスの
で学ぶスペイン語 アカデミックセンター

スペインとラテンアメリカ
にある校舎
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エンフォレックスは「外国語としてのスペイン語」教育
の専門機関です。入門から上級まで、全てのレベルに
合わせたスペイン語レッスンを開催しています。エンフ
ォレックスでは年間3万5千人がスペイン語を学んでいま
す。スペインのアリカンテ、バルセロナ、カディス、グ
ラナダ、マドリッド、マラガ、マルベージャ、パンプロ
ーナ、サラマンカ、セビージャ、テネリフェ、バレンシ
アに校舎があります。さらにラテンアメリカのコルド
バ、ブエノスアイレス、メンドーサ、バリロチェ（アル
ゼンチン）；スクレ（ボリビア）；サンティアゴ・デ・
チレ（チリ）；フラミンゴビーチ、モンテベルデ、エレ
ディア、プラヤ・ハコ、コロナド（コスタリカ）；ハバ
ナ、サンティアゴ・デ・クーバ、トリニダ（キューバ）
；グアナフアト、オアハカ、プラヤ・デル・カルメン、
プエルトバジャルタ（メキシコ）；クスコ（ペルー）；
サント・ドミンゴ、ソウサ（ドミニカ共和国）に校舎が
あります。

エンフォレックスの特徴
エンフォレックスには72カ国から学生が集まります。
学生の年齢はティーンエイジ、大学生、社会人、シニ
アまで幅広く、あらゆる年代の方にとって馴染みやす
い雰囲気があります。
夏季は5歳から18歳を対象にしたインターナショナルサ
マーキャンプをバルセロナ、グラナダ、マドリッド、
マルベージャ、サラマンカ、セビージャ、バレンシア
で開催します。スペイン人学生も参加するキャンプで
は、ネイティブとの会話を通してスペイン語を学ぶこ
とができます。午前はスペイン語を学び、午後はスポ
ーツ、ダンス、遠足などバラエティー豊かなアクティ
ビティーに参加します。楽しく過ごしながらスペイン
語を習得できる、子供たちにとって理想的なプログラ
ムです。

エンフォレックスの教授法はスペイン国内外の団体、
機関から高い評価を受けています。エンフォレックス
全校がスペイン国営セルバンテス文化センターの認定
を受けています。また、スペイン国立アルカラ大学の
CEELE（外国語としてのスペイン語教育の質の保証）
、Ideal Quality Certiﬁcateを所持しています。さらにマド
リッド商工会議所、スウェーデン政府のCSN、ドイツ政
府のBildungsurlaubから認可されています。
エンフォレックスでは最新の教授法を取り入れ、常に
スペイン語教育の最先端をリードしています。効果的
且つ実用的な教授法と、完璧さと熱心さがエンフォレ
ックスの信念です。エンフォレックスでスペイン語を
学べば、外国語を習得することは楽しく、そして実現
可能な目標であると実感していただけるでしょう。
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エンフォレックスの スペイン語ワールド
アカデミックセンター で学ぶスペイン語

スペイン
はに天候恵まれ、活発なソーシャルライフ、素晴らしい食文
化、明るい人々と出会える国です。その多彩な文化、歴史、
芸術は多くの人々を魅了し続けています。地形は地方によっ
て大きく異なります。北は緑が多く、中央にはメセタと呼ば
れる乾いた赤土の大地が広がり、地中海沿岸地域と南部には
世界中の観光客が集う美しいビーチが点在しています。
スペインは過去と現在がバランス良く融合した国であると言
えます。古代ローマ遺跡とイスラム寺院、歴史ある大聖堂と
近代建築、闘牛とサッカー、地中海料理とファストフード、
ディスコとフラメンコのタブラオ、闘牛場とサッカースタジ
アムなど対照的な面を併せ持っています。更に世界的に有名
な美術館がたくさんあり、各都市で展覧会が多数開催され、
アートの世界でも私たちを楽しませてくれます。スペインは
訪れる者を魔法にかける魅力をたくさん持っています。

ラテンアメリカ
の人口は5億人以上です。バラエティー豊かな地形、景色、文
化は、スペイン語という共通言語でつながっています。ラテ
ンアメリカにあるエンフォレックスの提携校ではその土地独
自の文化、民族、地理を発見することができます。スペイン
語が話せれば、スペインとラテンアメリカについてより深く
理解することができます。旅で訪れるのではなく、その美し
く魅力的な文化に溶け込むことができるのです。

学生の年齢と国籍
全ての年代にあった
プログラム

72以上の国籍
20%

その他（72の国籍）

12%

アメリカ

9%

ブラジル

9%

ドイツ

20% ティーンエイジャー（14歳から18歳）

7%

東ヨーロッパ

30% 大学生

7%

フランス

15% 会社員

5%

アフリカ

25% 大人

5%

イタリア

4%

日本

4%

オランダ

4%

北欧

4%

イギリス

3%

カナダ

2%

韓国

2%

台湾

1%

中国

1%

アイスランド

1%

スイス

5% 子供（5歳から14歳）

5% 50歳以上

100% guaranteed
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スペイン語ワールド 教授法と
で学ぶスペイン語 スペイン語レベル

教授法

講師陣と教育プログラム
エンフォレックスのコース内容、教材、
教授法はスペイン語教育のエキスパ
ートである、当校の講師陣が開発した
ものです。

エンフォレックスの自慢は優秀な講師陣です。講師は全員スペイン文献学、歴
史、経済、観光など専門分野の学位を取得し、外国語としてのスペイン語教育
の経験が豊富です。修士課程、博士課程も修了している講師も大勢います。彼
らはダイナミックでフレンドリー、そして何よりも学生をやる気にさせる力を
持っています。
各校の校長は講師を採用するに当たり、経験、熱心さ、忍耐力といった要素に
加え、学生が親しみやすい環境を作り出す能力も重視しています。
エンフォレックスで行われるレッスンの内容、構成、テキスト、教授法は全て
当校の講師陣が作ったオリジナルのものです。教育プログラムはスペイン国営
セルバンテス文化センターとヨーロッパ言語共通基準枠のガイドラインに沿っ
て作られています。教育プログラムの内容はご要望に応じて公開しています。
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教材
エンフォレックスのテキストは、スペイン語教
育における長年の経験を基に作られたオリジナ
ル教材です。学校初日に行われるレベル分けテ
ストのあと、各学生のレベルに合ったテキスト
とエクササイズブックをお渡しします。これら
の教材は授業料に含まれません。受講期間中に
スペイン語の上達が見られる場合は、上のレベ
ルに変更するようアドバイスしています。レベ
ルが変更する場合は新しい教材をご購入いただ
きます。
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教授法と スペイン語ワールド
スペイン語レベル で学ぶスペイン語

時間割
• 学校初日は、各学生のスペイン語レベルをチェックする
ために筆記と口頭のテストを実施します。スペイン語が
全くの初心者の方はテストを受ける必要はありません。
• 授業は月曜日から金曜日の09:30から13:30または14:30か
ら18:30のどちらかに行われます。文化レッスンは13:30から
行われ、午前と午後の両方の時間割に共通しています。
午後の授業は通常スーパーインテンシブコースに充てら
れますが、学生数が多い時期は午後から開始する時間割

もあります。サラマンカ校ではこれらの時間割から30
分早く開始します。
• 各学生の時間割はその方のスペイン語レベル、既存のク
ラスレベル、学生数を考慮して決定するため、ご到着前
にお知らせすることはできません。
• 1レッスンは55分授業です。2レッスン毎に講師が変わり
ます。
• クラスの人数は平均5名、最高10 です。

スペイン語のレベル
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エンフォレックスには6つのレベルがあります。最上級を除く5つのレベルは、
テキストの進み具合によって更に細かく最大3つのレベルに分かれます。
A1 BASIC

入門

あいさつ、自己紹介、自分の意見を
述べる、現在形の動詞の活用など、
基本的な会話と文法構造を学びま
す。スペインの文化、社会の基礎知
識を得ることができます。

B1 INTERMEDIATE

中級1

機能的に意見を述べるレベルから、
流暢にそして自然に自己表現ができ
るレベルに到達します。文章構造を
より良く理解し、効果的な文章を用
いてコミュニケーションが取れるよ
うになります。スペインのライフス
タイルへの理解が深まります。

アカデミックディレクター
マリア•ホセ•ヘラベルト博士

C1 SUPERIOR

上級

スペイン語とスペイン文化について
高い理解力を持ち、状況に応じて最
適な表現方法を用いてコミュニケー
ションが取れる方のためのレベルで
す。レベル終了時にはスペイン文化
の知識を広め、熟達した表現方法を
使いこなせるようになります。文法
テクニックを完璧に使いこなし、抽
象的な考えを的確に表現できるよう
になります。

>
A2 ELEMENTARY

初級

文脈に応じてより効果的な文法と語
彙を使って自己表現ができるように
なります。物事を順序だてて述べる
ことができます。スペインの文化、
社会についてより多くの知識を身に
付けます。

B2 ADVANCED

中級2

詳細に渡って自分の考えを表現し、
議論する能力が高まります。慣用句
と文章を一貫して組み合わせること
ができます。普段は取り上げないテ
ーマについて会話ができるようにな
ります。接続法が持つ意味合いを理
解し、直説法との区別を付けて使い
こなせるようになります。ことわざ
や慣用句も学びます。

C2 PROFICIENCY

最上級

スペイン語をほぼマスターしてお
り、全てにおいてバイリンガルを目
指す方のためのレベルです。スペイ
ン文化で特に興味のある分野をグロ
ーバルな観点で観察しながら、口語
表現と文章表現に磨きをかけます。
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スペイン語ワールド
で学ぶスペイン語 スペイン語コース

スペイン語コース
インテンシブスペイン語コース
インテンシブスペイン語コースはエンフォレックスで最も人気のあるコースです。文法、ボキャブラリー、読解、会話
などの言語スキルを学ぶと同時に、+5が付いたコースではスペイン文化についても学びます。レベルは6つあり、最上級
を除くレベルは更に細かく最大3つのグループに分かれます。
文化レッスンではスペインとラテンアメリカの歴史、美術、文学、映画、料理など様々なテーマを取り上げます。文化を
学ぶことにより、ネイティブの視点から物事を観察できるようになり、「本物の」スペイン語を話せるようになります。
>インテンシブ＋スペイン語コース
>インテンシブスペイン語コース
>スーパーインテンシブ＋スペイン語コース
>パートタイムスペイン語コース
>長期スペイン語コース 10週間以上
>アカデミックイヤーコース 24週間以上
>旅しながら学ぶ
>特別グループプログラム
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特別スペイン語コース
ビジネスで使えるスペイン語を学びたい、個人レッスンで集中的に学びたい、スペイン語検定試験にチャレンジした
い、インターンシップに参加したいなど、特別な要望に応えるコースを開催しています。マンツーマンレッスンは全レ
ベルが対象ですが、その他のコースを受講するには中級以上のスペイン語力が必要です。
>マンツーマンレッスン
>スペイン語＋歴史コース
>スペイン語＋美術史コース
>スペイン語＋文学コース
>ビジネススペイン語コース＆商工会議所検定試験対策
>DELE検定試験対策コース
>スペイン語講師トレーニングコース＆教育セミナー
→スペイン語＋インターンシップ／就労体験

www.enforex.com/japanese

スペイン語ワールド
スペイン語コース で学ぶスペイン語

楽しくスペイン語コース
スペイン語を学びながら文化やスポーツを体験できるコー
スです。テネリフェ島の海でスキューバダイビング、セビ
ージャでフラメンコなどユニークなコースが揃っています。
>クリスマスプログラム
>スペイン語＋クッキング
>スペイン語＋フラメンコ
>スペイン語＋ゴルフまたはテニス
>スペイン語＋スキューバダイビング
>50歳以上対象のプログラム

ジュニアとティーン
エイジのプログラム
5歳から18歳を対象にしたサマーキャンプをス
ペイン各地で開催しています。世界中から集ま
る子供たちと過ごす夏休みは、生涯忘れられな
い思い出になるでしょう。
>ジュニアのためのインターナショナル
サマーキャンプ

www.enforex.com/japanese
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スペイン語ワールド
で学ぶスペイン語 滞在先

滞在先
留学生活において、勉強に集中することができる滞在先を確保することは
とても重要なポイントです。エンフォレックスは20年以上の経験を活かし、
厳選した滞在先をご紹介しています。

ホストファミリー
ホストファミリーと生活することにより、スペ
インのライフスタイルを知ることができます。
滞在先では常にスペイン語を話す必要があるた
め、スペイン語上達にも役立ちます。エンフォ
レックスではホストファミリーと契約をするに
あたり、部屋の設備や立地などをチェックする
とともに、家族の人柄も考慮しています。
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ホームステイ先は学校から徒歩、地下鉄、バス
で40分以内にあります。部屋は1人部屋または2
人部屋をお選びください。食事はハーフボード
（1日朝夕2食）またはフルボード（1日3食）の
いずれかを選択できます。シーツはホストファ
ミリーが提供しますが、タオルやシャンプーな
どの日用品はご自身でご用意ください。ホーム
ステイ代には週1回の洗濯サービスが含まれてい
ます。動物、食べ物のアレルギーがある方、ベ
ジタリアンなど食事制限のある方は事前にお申
し出下さい。

シェアアパート
シェアアパートに滞在すると、放課後もインターナショ
ナルな雰囲気の中で生活することができます。アパート
では食事提供はありませんが、食器、調理道具、電子レ
ンジ、冷蔵庫があるので自炊することができます。
アパートの大きさや特徴はそれぞれ異なります。アパー
トは学校から徒歩、地下鉄、バスで30分以内にありま
す。部屋は1人部屋または2人部屋をお選びください。シ
ェアメイトはスペイン語を学びに来ている留学生です。

www.enforex.com/japanese

スペイン語ワールド
滞在先 で学ぶスペイン語

学生レジデンス
レジデンスは町の中心に位置し、学校から徒歩、地下鉄、バ
スで30分以内にあります。シェアメイトは留学生、またはス
ペイン人学生です。部屋は1人部屋または2人部屋をお選びく
ださい。食事はハーフボード（1日朝夕2食）またはフルボー
ド（1日3食）のいずれかを選択できます。プライベートバス
ルームはごくわずかですが、空きがあれば手配可能です。

アアパートと同じ形式ですが、レジデンスでは食事提供が
あります。ハーフボード（1日朝夕2食）またはフルボード
（1日3食）のいずれかを選択できます。バルセロナ、グラ
ナダ、マドリッド、マルベージャ、サラマンカ、セビージ
ャ、バレンシアで手配可能です。

エンフォレックスの学生レジデンス、食事なしタイプ
エンフォレックスでは4つのタイプのレジデンスをご案内し
ます。

大学寮
定員は35名から150名と大きく、スペインの大学生が滞在し
ています。グラナダ、サラマンカ、セビージャ、バレンシ
アで手配できる可能性があります。その他の都市でも、夏
期休暇中に限り利用できることもあります。

エンフォレックスの学生レジデンス

このタイプのレジデンスはグラナダとマルベージャでのみ
選択できます。食事提供がない代わりに、自炊ができるキ
ッチンがついています。洗濯機と乾燥機もあります。週に1
回、共同スペースのクリーニングサービスが含まれます。

ファミリースタイルのレジデンス
ファミリーが運営するレジデンスで、部屋数は5、6部屋と
小規模です。食事はファミリーが用意しますが、レジデン
スによってファミリーと一緒に食べる場合と、学生同士で
食べる場合があります。

定員が8名から25名の留学生専用のレジデンスです。シェ

プライベート
アパート
町の中心にあり、学校から10分から20分の所にあ
ります。部屋はワンルーム、1ベッドルームなど
リクエストに応じて手配可能です。アパートには
キッチンがついていますので自炊することができ
ます。詳細はお問い合わせください。

www.enforex.com/japanese
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スペイン語ワールド 文化アクティビティー
で学ぶスペイン語 と遠足

文化アクティビティー
と遠足
エンフォレックスはスペイン語
は教室で学ぶだけのもので
はないと考えています。

毎月各校で多彩な文化アクティビティーを開催し
ます。アクティビティーに参加すれば各都市の観
光名所を見学することができ、その土地の文化や
伝統を知ることができます。学校初日にお渡しす
るウェルカムパックには、その月のアクティビテ
ィー内容、日時、料金を記載したカレンダーが入
っています。

……………………………
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アリカンテ

バルセロナ

カディス

グラナダ

サンタ・バルバラ城

ピカソ美術館

市内観光

アルハンブラ宮殿

サン・ニコラス大聖堂

市内観光

セビージャへ旅行

市内観光

サン・フアン祭の博物館

モンジュイックの噴水

タパスツアー

サクロモンテ

サンタ・マリア教会

サグラダ・ファミリア

白い村へ遠足

コルドバへ遠足

イビサ島へ旅行

ティビダボ

スペイン映画鑑賞

アルプハーラへ遠足

美術館

スペイン村

ビーチ

セビージャへ旅行

モレージャへ旅行

ガウディの家

学校でパーティー

シエラ・ネバダ山脈

旧市街散策

ウォーターパーク

自然アドベンチャー

コスタ・デル・ソル

バルセロナへ旅行

オリンピック競技場

ヘレスへ旅行

グアディクスへ遠足

……………………………
フィゲラスへ旅行

アウトドア＆ビーチ

ネルハへ旅行

マドリッド

マラガ

マルベージャ

パンプローナ

プラド美術館

ピカソ美術館

ネルハの洞窟

サンタ・マリア大聖堂

王宮

白い村へ遠足

ロンダへ遠足

サン・セバスティアンへ旅行

国会議事堂

ロンダへ遠足

セビージャへ旅行

ナバラ新聞社見学

トレドへ遠足

セビージャへ旅行

グラナダへ旅行

グッゲンハイム美術館

エル・エスコリアルへ遠足

ネルハの洞窟

バヌース港

プラネタリウム

セゴビアへ遠足

タリファへ遠足

マラガへ遠足

タパスとワインテイスティ

グラナダへ旅行

市内観光

ビーチ

ング

セビージャへ旅行

グラナダへ旅行

市内観光

オリテへ遠足

ティセン美術館

植物園

コルドバへ遠足

サンティアゴ巡礼の道

……………………………
市内観光

コスタ・デル・ソル

ジブラルタルへ遠足

市内観光

サラマンカ

セビージャ

テネリフェ

バレンシア

マヨール広場

黄金の塔

テイデ山

芸術科学都市

トレドへ遠足

フラメンコショー

アナガへ遠足

水族館

マドリッドへ遠足

サンタ・クルス街

植物園

ペニスコラへ遠足

アビラへ遠足

市内観光

アフールへ遠足

マドリッドへ旅行

ポルトガルへ遠足

大聖堂とヒラルダ

テノへ遠足

音楽堂

新旧大聖堂

タパス

市内観光

バルセロナへ旅行

貝の家

コルドバへ遠足

タパス

サグントのローマ劇場

エル・エスコリアルへ遠足

美術館

マスカへ遠足

タラゴナへ旅行

ベハール山と周辺の山

アルカサル

ゴメラ島へ遠足

エルチェのヤシの木園

プラド美術館

ビーチ

www.enforex.com/japanese

アリカンテへ遠足

空港送迎と スペイン語ワールド
その他のサービス で学ぶスペイン語

空港ピックアップ
&送迎サービス

エンフォレックスではスペインの主要空港、
駅、バスターミナルと滞在先間の送迎サービ
スを24時間行っています。市内ホテルなどか
ら滞在先への送迎をご希望の方はお問い合
わせください。2名以上が一緒に同じフライト
で到着し、同じ滞在先へ向かう場合は一人
当たりの送迎費用が割引となります。

手配可能な送迎サービス
・ アリカンテの空港、駅、バスターミナルからアリカンテの滞在先
・ バルセロナの空港、駅、バスターミナルからバルセロナの滞在先
ジローナの空港、駅、バスターミナルからバルセロナの滞在先
・ レウスの空港、駅、バスターミナルからバルセロナの滞在先
・ ジブラルタルの空港、駅、バスターミナルからマルベージャの滞在先
・ グラナダの空港、駅、バスターミナルからグラナダの滞在先
・ ヘレスの空港、駅、バスターミナルからカディスの滞在先
マドリッドの空港、駅、バスターミナルからマドリッドまたは
サラマンカの滞在先
・ マドリッドの空港からマドリッドのバスターミナルへの送迎＋
サラマンカ行きのバスチケット＋サラマンカのバスターミナルから
サラマンカの滞在先
マラガの空港、駅、バスターミナルからマラガ、マルベージャ、
グラナダの滞在先
パンプローナの空港、駅、バスターミナルからパンプローナの滞在先
サラマンカの空港、駅、バスターミナルからサラマンカの滞在先
セビージャの空港、駅、バスターミナルからセビージャまたは
カディスの滞在先
テネリフェ北空港または南空港からテネリフェの滞在先
・ バレンシアの空港、駅、バスターミナルからバルセロナまたは
アリカンテの滞在先
バジャドリッドの空港、駅、バスターミナルからサラマンカの滞在先
その他の送迎はお問い合わせください

その他のサービス
・一度の滞在で、複数の校舎を組み合わせて勉強することが可能です。エンフォレックス全校で共
通の教材と教授法を取り入れているので、転校しても学習プランが変更することはありません
（提携校は対象外です）。
・スペインでの生活一般や授業に関して相談がある場合は、個別にカウンセリングを行います。
・学校初日に学生マニュアル、地図、アクティビティーカレンダーなど役立つ情報が入ったウェル
カムパックを差し上げます。
・学校受付でクレジットをチャージできる国際コーリングカードを配布します。
・各校にオフィスがあり、事務手続きを行います。
・オプショナルサービスとして医療保険を販売しています。スペイン到着前に海外旅行保険に加入
することをお勧めします。
・インターネットが無料で利用できるコンピュータルームがあります。
・各校に無線LANがあります。
・スペイン語のテキスト、小説、スペイン語映画などの貸し出しサービスがあります。
・市内散策、観光名所見学、スポーツ、週末の遠足、旅行などのアクティビティを開催します。
・学生証の発行。
・ファックス、郵便物受取り用のメールボックスを設置しています。
・飲み物、スナックの自動販売機があります。
・いくつかの校舎ではスペイン人を対象に外国語コースを開催しています。彼らと語学エクスチェ
ンジ（インテルカンビオ）ができるチャンスがあります。
・お客様相談窓口メールアドレス help@enforex.es があります。

www.enforex.com/japanese
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スペイン語ワールド
で学ぶスペイン語 スペイン語コース

スペインの学校：
年中開校
スペインの研修都市
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

アリカンテ
バルセロナ
カディス
グラナダ
マドリッド
マラガ
マルベージャ
パンプローナ
サラマンカ
セビージャ
テネリフェ
バレンシア

パンプローナ

サラマンカ

バルセロナ

マドリッド
グラナダ

バレンシア

セビージャ

アリカンテ
マラガ

カディス

マルベージャ
テネリフェ

12
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スペインの学校： スペイン語ワールド
アリカンテ校 で学ぶスペイン語

アリカンテ

アリカンテ
開催するプログラム：
• 短期一般スペイン語コース
（週10、20、20+5、25+5レッスン）
• 長期一般スペイン語コース（10週間以上）
• アカデミックイヤーコース（24週間以上）
• 旅しながら学ぶ
• 特別グループプログラム（学生8名以上）
• マンツーマンレッスン
• 50歳以上対象のプログラム

エンフォレックス
アリカンテ校

エンフォレックス
直営校
®

ZONE

ヤシの木が立ち並ぶ遊歩道にあ
り、校内から海を眺めることがで
きます。スペイン語を勉強するの
に最適な環境です。

小規模
でアット
ホーム

ロケーション

アリカンテの町
スペインは温暖な地中海のパラダイス、というイメージを持つ方にはアリカン
テがぴったりです。アリカンテはコスタ・ブラバと呼ばれる海岸沿いにあり、
海と山に挟まれているため一年中マイルドな気候が楽しめます。アリカンテは
落ち着いた町でありながら躍動的な町でもあります。この土地にはまずローマ
人が定着し、その後500年に渡ってアラブ人に征服されていましたが、13世紀
にキリスト教徒によって奪回されました。アリカンテの歴史を祭るラス・オゲ
ラスはとても有名で、市内に張子の人形がいくつも飾られ、祭の終盤に燃やさ
れます。また、ビーチで焚き火をしたり、パレードや花火大会が開催されるな
ど賑やかです。
遊歩道のテラスでゆったりコーヒーを飲んだり、活発なナイトライフを楽しん
だり、大学都市の雰囲気を味わうなど、アリカンテには様々な楽しみがありま
す。

“

アリカンテ校は、海沿いにある遊歩道エスプ
ラナダ通り15番に位置します。主要バス停ラ
ンブラ・メンデス・ムニョスもすぐそばにあ
るため、市内の至る所から簡単にアクセスで
きます。

校舎
地中海スタイルのゆったりとした建物です。
各教室の隅々まで自然の光が入ります。

設備
教室数8、スタッフルーム、無線LAN、イン
ターネット無料のコンピュータルーム、冷暖
房、自動販売機、読書室。

学生の感想
アリカンテはスペイン語を学ぶのに
適した町でした。天気が良く食事も
おいしいです。エンフォレックスの
スタッフはアットホームな雰囲気作
りが上手で、先生たちのお陰で短期
間でも効率よく学ぶことができまし
た。放課後に気軽にビーチに行けた
ことにも満足しています。

”

サブリナ
–––––––––––
ブラジル

www.enforex.com/japanese
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バルセロナ

スペイン語ワールド スペインの学校：
で学ぶスペイン語 バルセロナ校

バルセロナ

開催するプログラム：
• 短期一般スペイン語コース（週10、20、20+5
、25+5レッスン）
• 長期一般スペイン語コース（10週間以上）
• アカデミックイヤーコース（24週間以上）
• 旅しながら学ぶ
• 特別グループプログラム（学生8名以上）
• マンツーマンレッスン
• スペイン語＋歴史コース
• スペイン語＋美術史コース
• スペイン語＋文学コース
• スペイン語＋クッキング
• ビジネススペイン語コース＆商工会議所
検定試験対策
• DELE検定試験対策コース
• スペイン語講師トレーニングコース
• スペイン語＋インターンシップ／就労体験
• クリスマスプログラム
• ジュニアのためのインターナショナル
サマーキャンプ

エンフォレックス
バルセロナ校

14

バルセロナ校はエンフォレックス
で最も大きな学校です。バルセ
ロナ市内でも比較的安全で落ち着
いた雰囲気のEixample地区にあり
ます。カタルーニャ広場とスペイ
ン広場の間に位置し、グランビア
やランブラス通り、バルセロナ大
学へ歩いて行くことができます。
校舎は近代的な3階建てのビルで
す。屋外テラスがあり、車椅子対
応設備もあります。バルセロナ校
ではスペイン人学生対象の外国語
コースも開催しているので、イン
テルカンビオの相手を探せるチャ
ンスがあります。

ロケーション

バルセロナ市内、Diputacio通り92番にありま
す。徒歩3分の所に地下鉄の最寄駅Rocafortが
あります。周辺にはバスが6路線通っているの
で、市内のあらゆる地域からスムーズに通学
できます。

エンフォレックス
直営校
®

ZONE

バルセロナの町
世界的に有名な町でスペイン語を学びたい方にはバルセロナがお勧めです。地
中海のビーチとモンジュイックの山々に囲まれたこの町は、アバンギャルドで
多くの文化が入り交じったユニークな町です。アールヌーボー様式のアントニ
オ・ガウディの建築物とゴシック様式の建物が連立するバルセロナは、ヨーロ
ッパを代表する美しい町です。
バルセロナはカタルーニャ地方の州都として重要な町であるだけでなく、近年
はファッション、アート、建築、美食の世界をリードする町です。人口約200
万人のこの町では映画祭、アートの展示会、コンサートなどのイベントが行わ
れます。他にも多国籍料理が味わえるレストラン、世界に誇る美術館、ダイナ
ミックなナイトライフなど、楽しみは尽きません。
バルセロナの魅力は一生かかっても発見し尽せないほど多様だと言えます。ブ
ティックが並ぶ大通り、白い砂浜のビーチ、市内の至る所で見られるアートワ
ーク、バーやクラブ、ビサンティン様式からゴシック、ルネッサンスなどあら
ゆるスタイルの建築など。あなた流のバルセロナのお気に入りスポットを見つ
けてください。

“

学生の感想

校舎
広々とした3階建てのビル（3000平方メート
ル）に1500平方メートルのテラスがあります。

設備
教室数56、スタッフルーム、テラス、無線
LAN、インターネット無料のコンピュータル
ーム、図書室、160名収容の会議室、車椅子用
エレベーター、冷暖房、自動販売機。

メーメット
–––––––––––
トルコ

僕のスペイン語は毎日着実に上達
し、スペイン語で会話していること
が信じられないくらいです。放課後
は学校が開催するアクティビティー
や遠足に参加し、たくさんの観光名
所を見学することができました。今
回の滞在でバルセロナがとても気に
入ったので、将来この町で生活しよ
うと考えています。

www.enforex.com/japanese
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スペインの学校： スペイン語ワールド
カディス校 で学ぶスペイン語

カディス

カディス
開催するプログラム：
• 短期一般スペイン語コース（週20、20+5、25+5
レッスン）
• 長期一般スペイン語コース（10週間以上）
• アカデミックイヤーコース（24週間以上）
• 旅しながら学ぶ

エンフォレックスの提携校
カディス校

提携校

カディス校は旧市街の中心に位置
し、ビーチまで歩いて5分という
絶好のロケーションです。この提
携校は充実したアクティビティー
と、きめ細かな学生サービスが自
慢のアットホームな学校です。

®

ZONE

カディスの町

ロケーション

フェニキア人によって3000年前に作られたカディスは、ヨーロッパに今も存
在する最古の町です。イベリア半島にありながら、島のような地形によって重
要な港町として栄えました。アメリカ大陸を発見したコロンブスもカディスを
航海の出発点にしていたほどです。カディスは長い歴史、コスモポリタンな雰
囲気、活発なソーシャルライフが入り混じった魅力的な町です。

旧市街の静かな遊歩道にあります。広場、バ
ル、ショッピング街、レストラン、カフェな
ど必要なものは全て揃っています。歩いて5分
でビーチに行くことができ、バスターミナル
と列車の駅も徒歩圏内にあります。

にぎやかなカーニバルでよく知られるカディスの本当の魅力は、町中に漂うゆ
ったりとした雰囲気です。カフェ、活気のあるシーフードマーケット、旧市街
の迷路のような細い道、パステルカラーのファサードなど、この町に暮らして
みるとカディスの良さが見えてきます。

校舎

手付かずの自然、美しい海、ヤシの木が植えられた遊歩道に立ち並ぶバル、美
術館、活気ある市場、ショッピング街、ヨーロッパの町につきものの大聖堂な
ど、訪れる者を魅了するものが揃っています。一度カディスで生活すると別の
町には住めなくなる、と言われるのも頷けます。

各教室にはバルコニーがあります。学校の定
員は45名です。無線LAN、インターネット無
料のコンピュータ、本・ビデオ・CDのレンタ
ルサービス。

“

1886年の建物を近代的に改装した校舎です。

設備

学生の感想
カディスに到着した日から、私の
期待を遥かに超えたこの町が大好
きになりました。学校の規模は小
さいですが、教室は明るく広々と
しています。先生、学生全員と知
り合いになれ、リラックスして楽
しく勉強することができました。
カディスで生活した日々は忘れら
れない思い出になりました。

”

エラ
–––––––––––
スウェーデン

www.enforex.com/japanese
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グラナダ

スペイン語ワールド スペインの学校：
で学ぶスペイン語 グラナダ校

グラナダ

開催するプログラム：
• 短期一般スペイン語コース（週10、20、20+5
、25+5レッスン）
• 長期一般スペイン語コース（10週間以上）
• アカデミックイヤーコース（24週間以上）
• 旅しながら学ぶ
• 特別グループプログラム（学生8名以上）
• マンツーマンレッスン
• スペイン語＋歴史コース
• スペイン語＋美術史コース
• スペイン語＋文学コース
• スペイン語＋フラメンコ
• DELE検定試験対策コース
• スペイン語＋インターンシップ／就労体験
• クリスマスプログラム
• ジュニアのためのインターナショナル
サマーキャンプ

エンフォレックス
グラナダ校

16

エンフォレックス
直営校

グラナダ市内の閑静な住宅街にあ
ります。大聖堂、アルバイシン、
アランブラ宮殿などの観光名所へ
歩いて行くことができます。

®

ZONE

小規模
でアット
ホーム

ロケーション

Azhuma通り5番に位置します。レストランや
スーパーなど日常生活に必要なものは全て学
校の周辺に揃っています。シエラネバダ山脈
と地中海のビーチ行きのバス停が近くにあり
ます。

校舎
5階建てのビル全体が校舎になっています。
通りに面して窓とバルコニーがあり、自然の
光が入る快適な空間です。

設備
広々とした教室、受付、無線LAN、インター
ネット無料のコンピュータルーム、スタッフ
ルーム、テレビ・ステレオ・ゲームがあるレ
クレーションルーム、冷暖房、自動販売機。

グラナダの町
グラナダの素晴らしさはボーブディル王の伝説が物語っています。ボーブディ
ル王とはグラナダを支配した最後のアラブの王で、強く威厳のある王として有
名でした。1492年にレコンキスタ（国土回復運動）によってグラナダもキリス
ト教徒の土地として取り戻され、700年もの間続いたアラブの政権が終わりま
した。グラナダを離れる日、ボーブディル王は壮麗なアルハンブラ宮殿とグラ
ナダを失うことに耐えられず、子供のように泣いたと言われています。この伝
説は多くの絵画や詩の題材として取り入れられ、どの作品もグラナダを去る王
の名残惜しさを表現しています。アラブ王をここまで虜にした，グラナダの魅
力とは一体何なのでしょうか？
グラナダでスペイン語を学べば、その答えはすぐに分かります。長く豊かな歴
史と、スペインで最も人気のある観光名所アルハンブラ宮殿に加えて、グラナ
ダはそのナイトライフ、食べきれないほどのタパス、人懐っこい人々に出会え
る町として有名です。シエラネバダ山脈のふもとに位置し、コスタ・トロピカ
ルと呼ばれる海岸までわずか45分という、スキーもビーチも存分に楽しむこと
ができる最高のロケーションです。アラブの建築様式、ユダヤ文化の残るアル
バイシン、ルネッサンス様式の大聖堂、伝統的なアンダルシアの食事と文化な
ど、異なるものが見事に共存しているグラナダは世界に二つとない素晴らしい
町です。

“

学生の感想

ペイド
–––––––––––
アイルランド

グラナダでとても有意義な時間が
過ごせました。先生方の教え方の
上手さと、きめ細やかなスタッフ
の対応には驚きました。たった8
週間でスペイン語が目に見えて上
達したこと、スペインの文化につ
いてたくさん学べたことに感謝し
ています。
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スペインの学校： スペイン語ワールド
マドリッド校 で学ぶスペイン語

開催するプログラム：
• 短期一般スペイン語コース（週10、20、20+5
、25+5レッスン）
• 長期一般スペイン語コース（10週間以上）
• アカデミックイヤーコース（24週間以上）
• 旅しながら学ぶ
• 特別グループプログラム（学生8名以上）
• マンツーマンレッスン
• スペイン語＋歴史コース
• スペイン語＋美術史コース
• スペイン語＋文学コース
• スペイン語＋フラメンコ
• スペイン語＋クッキング
• ビジネススペイン語コース＆商工会議所
検定試験対策
• DELE検定試験対策コース
• スペイン語講師トレーニングコース
• スペイン語＋インターンシップ／就労体験
• クリスマスプログラム
• ジュニアのためのインターナショナル
サマーキャンプ

マドリッド
エンフォレックス
マドリッド校

エンフォレックス
直営校
®

ZONE

マドリッドの町
マ ド リ ッ ド は ス ペ イ ン の 首 都 、 人 口 約 400万 人 の ス ペ イ ン 最 大 の 都 市 で
す。1562年に首都として制定されたマドリッドはスペインの他の町に比べると
歴史が短く、中世の建物が見られませんが、それを補うだけの魅力に溢れた町
です。世界的に有名な美術館、ヨーロッパで一番と言われるエキサイティング
なナイトライフ、高級ショッピング街、お洒落なカフェが並ぶエリア、多国籍
地域などがあり、飽きることがありません。
マドリッドは大都会であるにも関わらず、レティーロ公園やオエステ公園など
緑が多いのも自慢です。日曜日は大勢の市民で賑わうレティーロ公園を散歩
し、プラド美術館でベラスケス、ゴヤ、エル・グレコなどの作品を堪能するこ
とができます。近代美術がお好みであれば、ピカソ、ダリ、ミロの作品がある
ティセン美術館とレイナソフィア美術館は必見です。
マドリッドはスペインのほぼ中心に位置するため、国内のどの地域へも飛行機
で1時間、列車やバスで6-7時間以内で移動できます。旅行の拠点としてベスト
なロケーションですが、マドリッドの魅力を全て発見しようとすると、他の町
を訪れる時間はないかも知れません。

“

マドリッド

マドリッド校はエンフォレックス
の中でバルセロナに続いて2番目
に大きな学校です。改装された2
階建てのビルは明るく快適です。
マドリッドの大学街に隣接するの
で若い活気に溢れており、周辺に
はショッピング街、レストラン、
バルがたくさんあります。マドリ
ッド校ではスペイン人学生対象の
外国語コースも開催しているの
で、インテルカンビオの相手を探
し、放課後もスペイン語を練習で
きるチャンスがあります。

ロケーション

大学生が多いアルグエジェス地区のBaltasar
Gracian通り4番にあります。国立コンプルテ
ンセ大学やスペイン広場まで歩いて5分、た
くさんのバルが密集するマラサーニャ地区ま
で歩いて10分です。徒歩5分の所に地下鉄の駅
San BernardoとArgüellesがあり、周辺をバス9
路線が走っています。

校舎

学生の感想
マドリッドの人々は親切で面白く、
ほぼ毎日スペイン人の友達と出かけ
ていました。学校の雰囲気が良くス
タッフは学生のサポートに熱心で、
サービスが行き届いていると感じま
した。学校と学生レジデンスが市内
の中心にあるので、マドリッドを観
光するのに便利でした。

”

改装された2階建てのビル。2500平方メート
ルのパティオから光が入る快適な校舎です。

設備
ルース
–––––––––––
ベルギー

教 室 数 40、 ラ ウ ン ジ 、 自 動 販 売 機 、 無 線
LAN、インターネット無料のコンピューター
ルーム、本とビデオが揃った図書室、スタッ
フルーム、パティオ、冷暖房。
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マラガ

スペイン語ワールド スペインの学校：
で学ぶスペイン語 マラガ校

マラガ
開催するプログラム：
• 短期一般スペイン語コース（週10、20+5、25+5
、30+5レッスン）
• 長期一般スペイン語コース（10週間以上）
• アカデミックイヤーコース（24週間以上）
• 特別グループプログラム（学生8名以上）
• マンツーマンレッスン

エンフォレックスの提携校
マラガ校

18

マラガ校ではリラックスした環境
の中、質の高い授業を提供してい
ます。毎週アクティビティーや遠
足を開催し、放課後も楽しくスペ
イン語を学べるように工夫してい
ます。アクティビティーには学校
の庭でウェルカムパーティー、バ
ーベキュー、ダンスレッスン、市
内観光、ビデオ上映、小旅行など
があります。

ロケーション

マラガ校は海が好きな方には絶好のロケーシ
ョンです。徒歩2分でビーチに到着します。
マラガ市内へは、学校の前にあるバス停から
市バスで約10分です。学校周辺にはたくさん
のお店、レストラン、バルがあるので便利で
す。

提携校
®

ZONE

マラガの町
マラガはアンダルシアの地中海沿いにあり、スペインで2番目に重要な港町で
す。年間平均気温は23度と温暖です。人口60万人の比較的小さな町なので、
スペイン語を学ぶ学生にとってフレンドリーで馴染みやすい環境だと言えま
す。スペインの中でも特に人気のあるアンダルシア地方を旅行したい方には、
マラガは最適な町です。列車またはバスで気軽にカディス、グラナダ、セビー
ジャ、コルドバなどへアクセスできます。
マラガの町を歩けば紀元前3世紀のローマ劇場、6世紀のアラブの城壁、モスク
跡に建てられた8世紀の大聖堂などが見えます。グラナダと同じようにイスラ
ム文の痕跡が残るマラガですが、海に面していることで一味違った雰囲気があ
ります。美術に興味のある方には、新しくオープンしたピカソ美術館がお勧め
です。マラガが産んだ世界的に有名なアーティスト、パブロ・ピカソの作品を
見ることができます。

校舎
1950年代に建設された、3階建てのアンダル
シア風の建物です。庭とプールがあります。

設備
屋内の教室数7、屋外の教室数2、無線LAN、コ
ンピュータルーム、図書室、プール、校舎の
前と後ろにある庭。校舎は車椅子でのアクセ
スに対応しています。

“

学生の感想
スタッフの誠意ある対応に好感
が持てました。放課後は様々な
アクティビティーが開催され、
放課後もスペイン文化について
学ぶことができました。

フランチェスコ
–––––––––––
イタリア
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スペインの学校： スペイン語ワールド
マルベージャ校 で学ぶスペイン語

マルベージャ

マルベージャ
開催するプログラム：
• 短期一般スペイン語コース（週10、20、20+5
、25+5レッスン）
• 長期一般スペイン語コース（10週間以上）
• アカデミックイヤーコース（24週間以上）
• 旅しながら学ぶ
• 特別グループプログラム（学生8名以上）
• マンツーマンレッスン
• スペイン語＋フラメンコ
• スペイン語＋ゴルフまたはテニス
• クリスマスプログラム
• 50歳以上対象のプログラム
• ジュニアのためのインターナショナル
サマーキャンプ

エンフォレックス
マルベージャ校

エンフォレックス
直営校
®

ZONE

小規模
でアット
ホーム

マルベージャの町
アンダルシア地方のマラガ県にあるマルベージャは、スペインでも有数の高級
リゾート地として知られています。たくさんの公園や植物園、一流のゴルフコ
ース、絵に描いたような美しい旧市街、ゴージャスなヨットハーバーなどがあ
るマルベージャは、リラックスできると同時にエキサイティングな町です。
海と山に挟まれた地形から、マルベージャの気候は一年中穏やかです。平均気
温は19度から25度と、暑くもなく寒くもなく、6月から9月までほぼ毎日太陽
が出ています。
マルベージャでスペイン語を学ぶ最大の利点は、アンダルシアの主要都市に簡
単にアクセスできることです。マラガのピカソ美術館を見学したり、白い村を
周遊したり、コルドバのメスキータを訪れたり、セビージャとグラナダを旅行
したり、アンダルシア地方が誇る美しい町をゆったりと観光することができま
す。
おいしい海の幸、ビーチ、高級ブティック、インターナショナルな雰囲気が溢
れるナイトライフなどが揃ったマルベージャは、あらゆる年齢層のニーズに合
った町です。

“

マルベージャ校は屋外パティオに
囲まれたユニークな造りです。開
放的な校舎では、休憩時間や放課
後に海の香りを楽しみながら日光
浴ができます。ビーチまで歩いて5
分、近くにはスーパー、バル、レ
ストランがたくさんあります。学
校の雰囲気はアットホームで、最
新の設備を揃えた教室はスペイン
語を学ぶのに最適な環境です。マ
ルベージャ校ではスペイン人学生
対象の外国語コースも開催してい
るので、インテルカンビオの相手
を探して、放課後もスペイン語を
練習できるチャンスがあります。

ロケーション

Avenida Ricardo Soriano通り43番にあります。
ビーチまで徒歩5分です。学校付近を複数のバ
ス路線が走っており、通学や市内の移動に便
利です。

校舎

学生の感想
この町に滞在して以来、マルベージ
ャとアンダルシア地方が大好きにな
りました。学校スタッフの親切な対
応と、プロフェッショナルな先生方
のレッスンにも満足しています。食
事はとてもおいしくて、パエリア、
スペインオムレツ、魚のフライが大
好きです。フラメンコも習うことが
でき、楽しい思い出ができました！

”

モダンな3階建てのビル。屋外テラスから光
が入り、明るく快適です。

設備
ヨン・ヒー
–––––––––––
韓国

教室数17（屋内14、屋外3）、無線LAN、イン
ターネット無料のコンピュータールーム、テ
レビ・ビデオルーム、自習室、スタッフルー
ム、ホール、3500平方メートルのテラス、ラ
ウンジ、自動販売機、本とビデオの貸し出し
サービス、冷暖房。
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パンプローナ

スペイン語ワールド スペインの学校：
で学ぶスペイン語 パンプローナ校

パンプローナ
開催するプログラム：
• 短期一般スペイン語コース（週20、20+4、25+5
レッスン）
• 長期一般スペイン語コース（10週間以上）
• アカデミックイヤーコース（24週間以上）
• 特別グループプログラム（学生8名以上）
• マンツーマンレッスン

エンフォレックスの提携校
パンプローナ校

20

パンプローナ校はスペイン語を学
ぶだけではなく、アクティブに過
ごすのに最適な環境にあります。
学校は旧市街に位置し、周辺には
カフェ、バル、お店、美術館など
がたくさんあります。毎週行わ
れるアクティビティーに参加すれ
ば、パンプローナとその周辺の町
についてより良く知ることができ
ます。

ロケーション

パンプローナ旧市街の中心、メディアルナ公
園を見下ろす場所にあります。「パンプロー
ナのリビングルーム」として親しまれている
カスティージョ広場から徒歩5分です。

校舎
有名な医学学校コレヒオ・デ・メディコスの
校舎の最上階にあります。エレガントなファ
サードのついた建物の中は、最新の設備を揃
えたモダンな教室です。ガラス張りの美しい
レストランもあり、ランチメニューを学割料
金で食べることができます。

提携校
®

ZONE

パンプローナの町
牛追い祭りで有名なパンプローナは、市内にある広大な公園、近郊にある大自
然、豊かな食文化、高い生活水準を誇る町としても知られています。
パンプローナの人口は約18万人です。牛追い祭りの時期は観光客が大勢訪れま
すが、それ以外の時期はスペイン語のみの環境になります。この町で暮らすに
はスペイン語が不可欠なので、スペイン語学習に集中できます。
パンプローナには大学が２つあり、旧市街はいつも大学生で賑わっています。
町は活気に溢れ、フレンドリーで開放的な雰囲気があります。週末は明け方ま
でバル、ディスコが満員になります。
パンプローナはナバラ自治州の州都です。ナバラとその周辺は手付かずの自然
に恵まれています。世界的に有名なリオハのワイン畑、ピレネー山脈、サン・
セバスティアンのビーチなど、素晴らしい景色を堪能することができます。

“

学生の感想

設備
教室数7、インターネットが無料で使えるコ
ンピュータ4台、無線LAN、屋上テラス、フ
ィルムセンター、受付、冷暖房。学生数が多
い時期はさらに5つの教室、コモンエリア、
図書室、マルチメディアルームも利用できま
す。医学学校と共有の会議室、レストラン。

アストリッド
–––––––––––
ドイツ

パンプローナではスペイン語以外
の言葉を耳にすることがないの
で、初めは少し臆病になっていま
した。しかしその環境のお陰で、
たった1ヶ月で高校で3年間勉強し
た以上のスペイン語を学ぶことが
できました。
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サラマンカ

スペインの学校： スペイン語ワールド
サラマンカ校 で学ぶスペイン語

開催するプログラム：

サラマンカ

• 短期一般スペイン語コース（週10、20、20+5
、25+5レッスン）
• 長期一般スペイン語コース（10週間以上）
• アカデミックイヤーコース（24週間以上）
• 旅しながら学ぶ
• 特別グループプログラム（学生8名以上）
• マンツーマンレッスン
• スペイン語＋歴史コース
• スペイン語＋美術史コース
• スペイン語＋文学コース
• スペイン語＋クッキング
• ビジネススペイン語コース＆商工会議所
検定試験対策
• DELE検定試験対策コース
• スペイン語＋インターンシップ／就労体験
• クリスマスプログラム
• ジュニアのためのインターナショナル
サマーキャンプ

エンフォレックス
サラマンカ校

エンフォレックス
直営校
®

ZONE

サラマンカの町
サラマンカはスペイン中西部に位置し、「黄金都市」とも呼ばれるカスティー
ジャ・イ・レオン地方の主要都市です。町の中心にあるサラマンカ大学は世界
で5番目に古い大学で、その建物の素晴らしさは世界に広く知られています。
学園都市であるゆえに毎晩町はバルやクラブに集まる大学生で賑わっていま
す。サラマンカではスペインの学生生活が体験でき、スペイン人学生と知り合
うことができます。
サラマンカは2002年のヨーロッパ文化都市に指定された、歴史ある美しい町
です。町中に点在するプラテレスコ様式の建造物を見た人には、文化都市に選
ばれた理由がすぐに分かるはずです。サラマンカの代表的な建築物に新旧大聖
堂、スペインで一番美しいと言われるマヨール広場、貝の家があります。サラ
マンカがあるカスティージャ・イ・レオン地方はスペイン語発祥の地と言われ
ています。サラマンカは哲学、文学、芸術の世界の著名人を排出した文化都市
ですが、この町の人々は謙虚で温かく、スペイン語を学びにくる外国人学生に
寛大です。

校舎は旧市街にあり、マヨール広
場から徒歩5分です。建物は19世
紀初頭に医学学校として建設さ
れ、1916年以降はカトリック宗派
団体の手に渡りました。中に入る
と、中世の歴史を感じさせるパテ
ィオと回廊に圧倒されます。外部
は古く歴史ある建物ですが、教室
は近代的に改装されています。サ
ラマンカ校ではスペイン人学生対
象の外国語コースも開催している
ので、インテルカンビオの相手を
探して、放課後もスペイン語を練
習できるチャンスがあります。

ロケーション

グランビア通りと交差するMarquesa
de
Almarza通り1番にあります。サラマンカのメ
イン広場であるマヨール広場から徒歩5分で
す。

校舎

“

5420平方メートルの修道院を改装した建物で
す。大きなパティオにはサラマンカ特有の装
飾を施した柱が並んでいます。

学生の感想
サラマンカはとても印象的な町でし
た。活気があり、スペイン語を勉強す
るには最高の町だと思います。僕のお
気に入りの場所は町の中心にあるマヨ
ール広場です。素晴らしい先生、フレ
ンドリーな学校スタッフ、そしてマヨ
ール広場でくつろいだ時間は、生涯忘
れられない思い出です。

”

設備

ジェイムス
–––––––––––
アメリカ

教室数30、夏期は最大教室数60、読書室、
無線LAN、インターネット無料のコンピュー
タ、ラウンジ、パティオ、運動場、自動販売
機、冷暖房。
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セビージャ

スペイン語ワールド スペインの学校：
で学ぶスペイン語 セビージャ校

セビージャ
開催するプログラム：
• 短期一般スペイン語コース（週10、20、20+5
、25+5レッスン）
• 長期一般スペイン語コース（10週間以上）
• アカデミックイヤーコース（24週間以上）
• 旅しながら学ぶ
• 特別グループプログラム（学生8名以上）
• マンツーマンレッスン
• スペイン語＋フラメンコ
• DELE検定試験対策コース
• スペイン語講師トレーニングコース
• スペイン語＋インターンシップ／就労体験
• クリスマスプログラム
• ジュニアのためのインターナショナル
サマーキャンプ

エンフォレックス
セビージャ校

22

アンダルシアの典型的な宮殿を改
装した4階建ての校舎です。歴史
ある建物に最新の設備が揃ってい
ます。敷地面積1200平方メートル
と広く、明るく開放的です。町の
中心地にあり、有名な観光名所ま
で歩いて行くことができます。

ロケーション

アレナル地区のPastor y Landero通り35番に位
置します。周辺にはレストランとバルがたく
さんあり、ショッピングにも最適なロケーシ
ョンです。

校舎
アンダルシア地方独特のデザインの宮殿。
4階建ての広々とした校舎です。

設備
教室数14、図書室、インターネット無料のコ
ンピュータルーム、無線LAN、会議室、オフ
ィス、テラス、エレベータ、ラウンジ、冷暖
房。車椅子でのアクセスが可能です。

エンフォレックス
直営校
®

ZONE

小規模
でアット
ホーム

セビージャの町
アンダルシア地方のフォルクローレを体験したい人にとって、セビージャは最
適な町です。市内に植えられたオレンジの香り、フラメンコの靴音、水玉模様
のドレスを着た女性たち、輝く太陽に出会えます。
スペイン第4の都市、アンダルシアの州都であるにも関わらず、この町は小さ
な地方都市の温かさと親しみやすさを残しています。セビージャの歴史はとて
も長く、古くはローマ帝国の栄華を見届け、アラブ人の豪華で洗練された文化
を受け入れ、レコンキスタ（国土回復運動）の証人となりました。キリスト教
徒によって建てられた大聖堂は、世界で3番目に大きな教会です。
黄金の塔でアメリカ大陸から持ち込まれた品々を見学したり、サンタクルス地
区の細い通りが入り組んだユダヤ人街を散歩したり、アラブの王宮であったア
ルカサルを訪れることができます。また、セマナ・サンタ（イースター）の宗
教行列、人々がフラメンコの衣装を身につけて毎晩踊り明かす春祭りなど、セ
ビージャでスペイン語を学ぶ理由は数えきれません。セビージャは美食の町と
しても知られ、タパスが自慢のバルがたくさんあります。テラスでビールを飲
んだり、活発なナイトライフを楽しんだり、本場のフラメンコに酔いしれるな
ど、セビージャで勉強すればこの町の魅力を存分に味わうことができます。

“

学生の感想

クレア
–––––––––––
フランス

セビージャでスペイン語を学んだ
ことは、素晴らしい思い出です。
セビージャはこれまで訪れた町の
中でも特に美しく、温暖な気候は
パリと比べると楽園のようです。
友達と一緒に町を散策したり、フ
ラメンコを習ったことが特に楽し
かったです。

www.enforex.com/japanese
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スペインの学校： スペイン語ワールド
テネリフェ校 で学ぶスペイン語
テネリフェ

テネリフェ
開催するプログラム：
• 短期一般スペイン語コース（週20+5、30+5レッ
スン）
• 長期一般スペイン語コース（10週間以上）
• アカデミックイヤーコース（20週間以上）
• 旅しながら学ぶ
• 特別グループプログラム（学生8名以上）
• マンツーマンレッスン
• スペイン語＋スキューバダイビング

エンフォレックス
テネリフェ校

エンフォレックス
直営校
®

ZONE

プエルト・デ・ラ・クルスの中心
にある校舎は、カナリア諸島の
伝統的デザインの建物です。ビー
チ、レストラン、カフェ、ショッ
ピングエリアなど全て徒歩圏内に
あります。

小規模
でアット
ホーム

テネリフェの町

ロケーション

常春の島として知られるテネリフェは、カナリア諸島最大の島です。大西洋に
浮かぶテネリフェ島は、秋、冬でも平均気温が22度と非常に過ごしやすく、
一年中大勢の観光客が訪れます。テネリフェのビーチは火山からできているの
で、砂が黒いのが特徴です。島の風景は山、国立公園、動物園、古代のピラミ
ッドなどバラエティー豊かで、島の美しい自然はユネスコによって保護されて
います。
学校はプエルト・デ・ラ・クルスという町にあります。ここはテネリフェの中
で2番目に大きな観光都市です。市内には庭、公園、広場、遊歩道がたくさん
あり、リラックスした雰囲気があります。海水プールと美しい庭を組み合わせ
たテーマパーク、ラゴ・マルティアネスは一番人気がある観光スポットです。
テネリフェは2月から3月に開催されるカーニバルでも有名です。島の至る所
で仮装パレード、サンバショー、コンサートが行われます。他にもゴルフ、乗
馬、スキューバダイビング、魚釣り、ウィンドサーフ、テニス、カヤック、パ
ラセイリングなど、多彩なスポーツが年中楽しめます。テネリフェでスペイン
語を勉強して、この島の魅力を発見してください。

“

Avenida de Colon通り14番にあります。ビーチ
まで徒歩5分、ラゴ・マルテイアネスまで徒
歩2分、市庁舎まで徒歩10分です。

校舎
Ediﬁcio Belgicaと呼ばれる建物で、テネリフェ
の伝統的なデザインです。

設備
7つの教室、パティオ、スタッフルーム、無
線LAN、インターネット無料のコンピュータ
ルーム、テレビのあるラウンジ、図書室。

学生の感想
学校の近くに海とプールがあり、最
高のロケーションでした。先生方は
とてもフレンドリーで、放課後一緒
にご飯を食べに行ったり、友達のよ
うに接することができました。テネ
リフェ島は見所が多い島です。

”

ハンス
–––––––––––
ドイツ

www.enforex.com/japanese
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バレンシア

スペイン語ワールド スペインの学校：
で学ぶスペイン語 バレンシア校

バレンシア

開催するプログラム：
• 短期一般スペイン語コース（週10、20、20+5
、25+5レッスン）
• 長期一般スペイン語コース（10週間以上）
• アカデミックイヤーコース（24週間以上）
• 旅しながら学ぶ
• 特別グループプログラム（学生8名以上）
• マンツーマンレッスン
• ビジネススペイン語コース＆商工会議所
検定試験対策
• DELE検定試験対策コース
• スペイン語講師トレーニングコース
• スペイン語＋インターンシップ／就労体験
• クリスマスプログラム
• ジュニアのためのインターナショナル
サマーキャンプ

エンフォレックス
バレンシア校
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校舎はバレンシア大学のキャンパ
スエリアにあります。校内は広
く、最新設備が整い、自然の光が
入ります。バレンシア校ではスペ
イン人学生対象の外国語コースも
開催しているので、インテルカン
ビオの相手を探して、放課後もス
ペイン語を練習できるチャンスが
あります。

ロケーション

バレンシア大学に近いPaseo de Facultades通り
3番にあります。スペイン人学生と外国人学
生で賑わうエリアで、バル、レストランがた
くさんあります。地下鉄の駅が近く、周辺に
は複数のバス路線が走っています。バスを使
えば旧市街まで10分、ビーチまで5分で到着し
ます。

校舎
地中海スタイルの、最新設備が揃った校舎で
す。

設備

エンフォレックス
直営校
®

ZONE

バレンシアの町
バレンシアはスペイン第3のダイナミックな町で、近年は文化都市としても注
目されています。この町は地中海沿いにあり、数キロ続くビーチ、歴史のある
建築物、ワールドクラスのサッカーチーム、明け方まで続くナイトライフなど
多くの観光要素が揃っています。大都市ながら小さな町の良さを兼ね備えた、
スペイン語を勉強するのに最適な町です。
バレンシアはパエリアをはじめ、シーフードをふんだんに使った料理の発祥地
です。ファジャスと呼ばれる火祭りはとても有名で、毎年世界各地からこの祭
を見学しようと大勢の観光客が訪れます。火祭りは張子人形の作品コンテスト
でもあり、祭りの間は大小多数の人形が町を埋め尽くします。最終日は優勝作
品以外は全て燃やされ、その光景は圧巻です。過去にローマ、ビシゴード、ア
ラブの影響を受けたバレンシアには、これらの文化が残した建物が残っていま
す。しかし、ここ数年はサンティアゴ・カラトラバという建築家が手がけた芸
術・科学都市が注目を浴びています。このテーマパークの建築作品は、ヨーロ
ッパで最も斬新で新鮮なデザインだと言われます。観光都市として人気上昇中
のバレンシアは、スペイン国内で住んでみたい町のランキング上位を占めてい
ます。パエリア、サッカー、お祭り、ビーチ、美術館、ダイナミックなナイト
ライフを、ぜひバレンシアで体験してみてください。

24の教室、スタッフルーム、無線LAN、イン
ターネット無料のコンピュータールーム、図
書室とビデオルーム、ラウンジ、
自動販売
機、冷暖房。

“

学生の感想
バレンシアは中規模サイズの町で
す。一年中天気が良いこと、市内
にビーチがあること、活発なナイ
トライフ、パエリア・・・僕にと
ってはバレンシアがスペイン語を
勉強するのにベストな町です。

ジャック
–––––––––––
アメリカ

www.enforex.com/japanese
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スペイン語ワールド
ラテンアメリカの学校 で学ぶスペイン語

ラテンアメリカの学校：
年中開校

25

ラテンアメリカの研修都市
> アルゼンチン
バリロチェ
ブエノスアイレス
コルドバ
メンドーサ
> ボリビア
スクレ
> コスタリカ
コロナド
フラミンゴビーチ
エレディア
モンテベルデ
プラヤ・ハコ
> チリ
サンティアゴ・デ・チレ
> キューバ
ハバナ
サンティアゴ・デ・クーバ
トリニダ

> ドミニカ共和国
サント・ドミンゴ
ソウサ
> エクアドル
キト
> ガテマラ
アンティグア
> メキシコ
グアナフアト
オアハカ
プラヤ・デル・カルメン
プエルト・バジャルタ
> ペルー
クスコ

www.enforex.com/japanese

スペイン語ワールド
で学ぶスペイン語 ラテンアメリカの学校

ラテンアメリカへようこそ
ラテンアメリカの研修都市
キューバ

メキシコ
ガテマラ

ドミニカ共和国
コスタリカ
エクアドル
ペルー
ボリビア

チリ

アルゼンチン

26

>
> アルゼンチン
バリロチェ
ブエノスアイレス
>
コルドバ
メンドーサ
>
> ボリビア
スクレ
>
> コスタリカ
コロナド
フラミンゴビーチ
エレディア
モンテベルデ
>
プラヤ・ハコ
> チリ
サンティアゴ・デ・チレ
> キューバ
ハバナ
サンティアゴ・デ・クーバ
トリニダ

ラテンアメリカでのスペイン語研修の特徴
• 複数の都市を周遊しながらスペイン語を勉強で
きます。
• 全都市のご予約は、マドリッドのヘッドオフィ
スで一括対応いたします。
• 毎週月曜日に開始可能。
• 1クラスの人数は最高4名から8名の少人数制。
• 市内観光、ダンスレッスン、クッキングレッス
ン、ビデオ上映など、多彩なアクティビティー
が開催されます。
• カリブのビーチ、パタゴニアのトレッキング、
マヤ文明の遺跡見学など、雄大な自然と文化を
感じる遠足に参加できるチャンスがあります。
• 各校は交通の便が良い地域にあります。
• 世界各国から参加する学生と知り合えます。

ドミニカ共和国
サント・ドミンゴ
ソウサ
エクアドル
キト
ガテマラ
アンティグア
メキシコ
グアナフアト
オアハカ
プラヤ・デル・カルメン
プエルト・バジャルタ
ペルー
クスコ

ラテンアメリカ
学生サービス
各校が提供するサービス
• 一人一人に注意が行き届くきめ細かなサービス
• 学校初日に行われるオリエンテーション
• オフィスでの事務手続き
• 空港送迎
• インターネット接続
• 本の貸し出し
• ファックスの無料受信（送信は有料）
• 自動販売機またはオープンキッチン

講師
ラテンアメリカの講師のレベルはとても高く、スペイン語教育
トレーニングを修了しています。授業ではコミュニケーション
力が身に付く効果的なレッスンを行います。講師は定期的に変
更するため、より多くの講師のスペイン語を耳にし、リスニン
グ力を高めることができます。講師は学生のスペイン語レベル
をアップさせることだけではなく、リラックスして勉強に取り
組める雰囲気作りに努めています。

www.enforex.com/japanese

スペイン語ワールド
ラテンアメリカの学校 で学ぶスペイン語

文化アクティビティー＆遠足
ラテンアメリカでは自然の美しさを堪能できるアクティビティーを開
催しています。例えばアンデス山脈、パタゴニアの樹氷、活火山、太
平洋とカリブ海のビーチを訪れる遠足、エコツーリズムなどがあり
ます。その他にもスキー、トレッキング、釣り、スキューバダイビン
グ、サーフィンなど多彩なアウトドアアクティビティーもアレンジし
ます。各校で開催するアクティビティーの詳細は、エンフォレックス
のウェブサイトをご覧ください。 www.enforex.com/japanese

教材

空港送迎サービス

ラテンアメリカの学校で使用するテキストは、各
校のオリジナルの教材と、文法とボキャブラリー
の教材を組み合わせています。他にもビデオ、新
聞、雑誌などを利用して、日常的に使われるスペ
イン語を学べるように工夫しています。教材は学
校とレベルによって異なります。

以下の町の空港から滞在先まで、空港出迎えサービスを行っていま
す。都市によって送迎時刻に制限がありますので、詳細はヘッドオ
フィスにお問い合わせください。
• アルゼンチンのブエノスアイレス、 コルドバ、 メンドーサ、バリロチェ
• ボリビアのスクレ
• チリのサンティアゴ・デ・チレ

教育プログラム

• キューバのハバナ、サンティアゴ・デ・キューバ、トリニダ

各校で採用する教育プログラムは、リクエストに
応じて公開しています。エンフォレックスで受け
たレッスンを大学単位に交換されたい方は事前に
お知らせください。

• コスタリカのサンホセ（日曜日にサンホセに到着する場合、エレディアの滞在
先まで無料で送迎いたします。サンホセからフラミンゴビーチ、モンテベルデ
へ移動する場合、有料の送迎パッケージを利用できます。その場合、サンホセ
に１泊していただくため、土曜日に到着するように旅程を組んでください）
• ドミニカ共和国のサント・ドミンゴ

レベル分けテスト

• エクアドルのキト

学校初日に口頭と筆記のレベルチェックテストを
受けます。その結果により、自分のレベルに最適
なクラスでレッスンを受けます。各校に初級から
上級まで約6つのレベルがあります。

• ガテマラのアンティグア

時間割
一般的にレッスンは午前中に行われます。但し、
学生数が多い時期は午後にレッスンが行われる可
能性もあります。時間割は学校初日に決定します
ので、ご到着前にお知らせすることはできません。

• メキシコのグアナフアト（レオン空港）、オアハカ、プエルト・バジャルタ、
プラヤ・デル・カルメン（カンクン空港）
• ペルーのクスコ

送迎サービスの予約にはご到着の1週間前までに到着日、到着時刻、
航空会社、便名をお知らせください。到着便の延着、キャンセル、
変更がある場合、各校の緊急連絡先電話番号へご連絡ください。

滞在形式
ホストファミリー
ラテンアメリカではホームステイが最もポピュラ
ーな滞在形式です。部屋は1人部屋または2人部屋、
食事はハーフボード（1日2食）またはフルボード
（1日3食）です。これまでの私たちの経験から、ホ
ームステイが現地の文化、習慣、伝統を知るのに
ベストな生活環境だと言えます。各校スタッフに
厳選されたホストファミリーは、学生を家族の一
員として迎えてくれます。お二人ご一緒に参加さ
れる場合は、同一家庭をご案内いたします。

ホテルまたはホステル
ご希望に応じて学校から近いホテルまたはホステ
ルをご紹介します。

学生レジデンス＆アパート
いくつかの町では学生レジデンス、アパートを選
ぶことができます。部屋は1人部屋または2人部屋、
食事はハーフボード（1日2食）またはフルボード
（1日3食）です。食事提供がない滞在先には、自炊
できるキッチンが付いています。

www.enforex.com/japanese
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スペイン語ワールド
で 学 ぶ ス ペ イン 語

24

スペインのアカデミックセンター

9

インターナショナルサマーキャンプ

アリカンテ | バルセロナ | カディス | グラナダ | マドリッド
マラガ | マルベージャ | パンプローナ | サラマンカ
セビージャ | テネリフェ | バレンシア

バルセロナ | グラナダ | マドリッド | マルベージャ | サラマンカ
セビージャ | バレンシア

20

ラテンアメリカの研修都市
アルゼンチン | ボリビア | コスタリカ | チリ | キューバ | ドミニカ共和国
エクアドル | ガテマラ | メキシコ | ペルー
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