
http://www.hispajp.org
http://www.facebook.com/hispajp
www.truespanishexperience.com

■募集人数 ： ２０名 （最少催行人数１０名）

■募集〆切 ： ２０１７年７月１０日
■どなたでもご参加いただけます

２０１７年８月２６日（土）～９月１０日（日） １６日間
Aグループ ３２５，０００円 （航空券込み）

＊関西方面の参加者の方は上記金額で関空～成田間の国内便が利用できます。

Bグループ １８２，０００円 （航空券なし）
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ほんもののスペイン体験
世界遺産都市

クエンカで短期留学

魅力あふれる
体験

アクティビティ

企画立案 ： ＴＳＥ（True Spanish Experience）
スペイン国立遠隔教育大学（UNED）
NPO法人イスパ二カ文化経済交流協会（イスパＪＰ）

旅行代理店 ： （株）ろばのみみ舎



スケジュール

Aグループと Bグループ。どちらでもお好きなタイプを選べます。

● Ａグループ （航空券つき 成田集合・成田解散）
２０１７年８月２６日（土）～９月１０日（日）の１６日間/機内２泊

３２５，０００円 （カタール航空予定、サーチャージ込）
はじめて留学される方におすすめ。 安心パック旅行型。
●成田集合から成田解散まで同行者つき。
●関西方面の方へ：上記金額で下記国内便が利用できます。
お席に限りがありますので、ご希望の場合はお早めにご連絡ください。
8月26日：ＪＡＬ６１０６（関空発16時05分成田着17時30分）
9月10日：ＪＡＬ６１０９（成田発20時25分関空着21時55分）

● Ｂグループ（航空券なし マドリード集合・クエンカ解散）
２０１７年８月２７日（日）～９月９日（土）の１４日間

１８２，０００円 （航空運賃は含みません）
海外旅行に慣れた方、航空券をご自分で購入したい方に。
●クエンカ滞在中同行者つき。

■ 旅行代金に含まれるもの

・航空運賃（Bグループの場合は含まれません）
・スペイン語クラス授業料（４０時間分）
・体験アクティビティ費用（８回）
・ホームステイ代（13泊分/１日３食付、個室）
・登録料（教材等）
・マドリードからクエンカまでの往復移動費

8/26
（土）

27（日） 28（月）～31（木） ９/１
（金）

２（土）
３（日）

４（月）～７（木） ８（金） ９（土） １０（日）

9:30
～

13:30

A
２０：２０
成田集合
２２：２０
成田出発

A
１３：５５

マドリード
空港着

B
１４：３０

マドリード
空港で合流

バスで
クエンカへ

スペイン語のクラス
スペイン語とスペイン文化

ファミリーとの
週末

or

オプショナル
ツアー

or

自由行動

スペイン語のクラス
スペイン語とスペイン文化

A
バスで
マドリードへ

B
クエンカ解散

A
１７：２０
マドリード
空港発

A
１８：４０
成田到着

14:00
～

16:00 ホストファミリーとランチ
＆リラックスタイム

ホストファミリーとランチ
＆リラックスタイム

16:30
～

19:30
体験
アクティビティ

自由
行動

体験
アクティビティ

自由
行動

20:00
～

21:00
自由時間（ホストファミリーと夕食）

※諸般の事情により、予告なくスケジュールを変更する場合があります。

クエンカってどんなところ？
治安はいいの？

クエンカはカスティーリャ・ラ・マンチャ州の中心部にあり、
AVE（スペイン高速鉄道）でマドリードから５０分、バレンシア

から６０分です。１９９６年に世界遺産に登録された中世の街
並みが残る自然豊かな町です。治安もとてもよく、町の人た
ちが温かく皆さんを迎えてくれます。ここクエンカなら、安心し
てスペイン語の学習にうち込めます。

マドリード

クエンカ

バレンシア

■募集人数：２０名 （最少催行人数：１０名）
■同行者は現役・元大学スペイン語教員
■海外旅行保険は各自加入してください。
ろばのみみ舎でもお取扱いしています。

■パスポートは各自で取得してください。



ほんもののスペイン体験 TSE
（True Spanish Experience）とは、

「ほんもののスペイン体験」とは、クエンカの町の国際
化をめざしてスタートした留学プロジェクトです。クエン
カ市役所、国立遠隔教育大学（UNED）、観光局など、ク

エンカの人たちが町ぐるみで留学生をサポートしていま
す。クラスでのスペイン語学習だけでなく、世界遺産の
町クエンカの自然体験やフラメンコ、スペイン料理など、
スペインならではのアクティビティを通して日本では味
わうことのできない異文化を体験できます。「スペイン
の文化体験もしてみたい」「留学したいけれど個人留学
はまだ自信がない」「留学する仲間がほしい」という方
にぴったりな留学プロジェクトです。スペイン語入門者
でも無理なくスペイン語授業を受けられ、異文化交流
の体験ができます。

TSEの魅力とは？
滞在中出来るだけたくさんスペイン語にふれていただ
くために、ＴＳＥのコースでは、スペイン語レッスンの他
にも、ホストファミリーとの生活、さまざまな体験アク
ティビティなど、実際にスペイン語を使う環境をご提供
します。生活をしながら、温かいクエンカの人たちとコ
ミュニケーションをとることで、「もっと日本のことを伝え
たい」、「もっと自分の考えや気持ちを伝えたい」という
思いが強まることでしょう。その体験によって、帰国後、
スペイン語学習への取り組みが大きく変わってきます。

● 地元の人の温かさに触れるホームステイ
滞在中は、クエンカの一般家庭にホームステイします。
これもまた、「ほんもののスペイン体験」 の一環です。
家族の一員となって過ごし、スペイン人の実際の生活
を知ることができます。１日３食（朝・昼・夕）、 ラ ンドリー
サービスつき。

● 豊かな自然の中での体験アクティビティ

月曜～木曜の午後（８回）は、クエンカならではの体験ア
クティビティを楽しみます。午前中のクラスで学んだボ
キャブラリーや言いまわしを実際に使ってみる絶好の
チャンスです。日没の遅いスペインの長い午後を楽しみ
ましょう。

・スポーツ カヌー、サッカー、テニス、ボルダ
リング、サイクリングなど

・文化・芸術 フラメンコ、スペイン料理、陶芸、
芸術体験など

・自然・生態観察 トレッキング、山登りなど

● 活気あふれるスペイン語レッスン

１２人未満の少人数クラス。スペイン語の文法と会話を
中心に楽しく学習。スペイン文化と歴史にも触れます。
教室を飛び出し、町の人たちにインタビューする授業も
あり、楽しみながらスペイン語が学べます。



■お申込みからご出発までの流れ

１．お申し込みは？
６月２０日まで お電話かメールでイスパJP事務局に連絡。

☎ ０３-５５４４-８３３７
nori@hispajp.org

↓
事務局から留学申込書を送付。

↓
①申込書を記入し、事務局にメールか郵送で送付。
②申込一時金５０,０００円を下記口座に振込み。

三井住友銀行 高田馬場支店
普通口座 ４３２４１９４
口座名 株式会社 ろばのみみ舎
（振込手数料は各自ご負担願います）

↓
イスパＪＰ事務局から留学契約書、ろばのみみ舎から
旅行条件書・旅の手引き書を送付。

２．留学費用残金のお支払いは？
７月１０までに上記口座にお振込みください。
海外旅行保険は万が一に備えてご加入をお勧めします。
ろばのみみ舎でも取り扱っています。

３．出発前オリエンテーション ８月上旬開催
日時：申し込み受付後お知らせ。
会場：イスパ二カ溜池山王教室
（溜池山王駅８番出口目の前アドレスビル地下１階）

留学先での生活の注意事項の確認と、留学前スペイン語
レッスンを予定しています。

４．いよいよ出発です！
８月２６日（土） ２０時２０分 成田空港集合（Ａグループ）
８月２７日（日） １４時３０分 マドリード空港で合流（Ｂグループ）

お問い合わせは ：

NPO法人イスパ二カ文化経済交流協会
（イスパＪＰ） 事務局 白井 紀子

nori@hispajp.org

〒１０７－００５２ 港区赤坂２－２－１９アドレスビル１F
ＴＥＬ：０３-５５４４-８３３７ ＦＡＸ：０３-５５４４-８３３６

銀座線・南北線「溜池山王」駅８番出口
アドレスビル１Ｆ

旅行手配 : （株）ろばのみみ舎

東京都知事登録旅行業第3-5712号
〒１６６－０００３

三鷹市下連雀４－１０－３７－１０１

一般旅行業務取扱主任者：中居美希子

イスパ二カ文化経済交流協会（イスパJP）とは？

イスパJPは、日本とスペイン語圏の文化交流・経済交流
を目的とするNPO法人です。クエンカへの留学生の派遣

やスペイン語圏を知る講座、スペイン語圏の人と交流で
きるイベント、スペイン語の言語支援など、日本とスペイ
ン語圏の架け橋になるさまざまな活動を行っています。

※私たちは、このTSE「ほんもののスペイン体験」プロジェ
クトの日本側公式パートナーです。

留学相談

留学のご相談を随時受けつけています。
いつでもお気軽にご連絡ください。

連絡先：イスパＪＰ 白井まで
☎０３－５５４４－８３３７
nori@hispajp.org

留学生の声！！

参加を悩んでいたけれど、参加してよかった。スペイン語を
学ぶだけでなく、スペインの風土、文化、習慣にも触れること
ができ、とても良い経験となった。クエンカの学校、町の人た
ち、一緒に留学した仲間からも多くを得ることができた。人
生を見直すきっかけとなった。

スペイン語がまだ上手く使えない
状態で留学に参加したが、まわり
の人の助けをかりて授業も楽し
むことができた。細かいことはわ
からなくても、とりあえず話してみ
ようという気持ちの大切さを知っ
た。実際にスペインに来たからこ
その成長だったと思う。

出発前は不安でいっぱいだったけれど、
皆さんのサポートで楽しく2週間過ごすこ

とができた。スペインがどんな国なのか、
日本とどんなところが違うのかを肌で感じ
ることができたのは、貴重な経験だった。

夜もひとりで歩けるほどの治安の良さは、
クエンカ留学の最大のメリットだと思う。
文化も語学も両方学べ、いろいろと得る
ものが多く、よい留学だったと思う。

最初の1週間はスペイン語が通じな

い、理解できない苦しさがあり、時間
が経つのが遅く感じたが、２週目に
なると慣れてきて、自信もつき、会
話を楽しめるようになった。徐々に
「日本に帰りたくない」「離れるのが
淋しい」と感じるようになった。もっと
勉強してまたクエンカのファミリーや
先生たちに会いに行こうと思う。

スペイン語を学んで間もない私が臆することなく
スペイン語で話しかけることができたこと、分か
らないことがあるとすぐに質問ができたことは、
クエンカの人たちが皆温かく、いつでも耳を傾け
てくれたからだと思う。もっとスペイン語を勉強し
て「もう一度クエンカに帰る」というホストファミ
リーとの約束を果たしたい。


