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このパンフレットは細心の注意を払って制作い
たしましたが、もし誤りがございましたら、
brochures@tourspain.es までメールでお知らせ
ください。今後の改善の参考にさせていただき
ます。

表紙：サラマンカ
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はじめに

マラガでの短期滞在から、バルセロナで
過ごす半年間のコースまで、目的や予
算に合わせてさまざまに選ぶことがで
きます。

スペイン語は、英語と中国語に次いで
世界で3番目に広く使われている言語で
す。スペイン語を話す人々の数は、世界
で4億7,000万人以上にのぼります。ス
ペイン語を習得すれば、スペインの文化
をより深く知ることができるだけでな
く、ビジネスという側面からもきっと大
いに役立つことでしょう。

どの都市に滞在しても、そしてどの国か
らやってくる人に対しても、スペインは
大歓迎します。陽気で寛容なスペイン
では、さまざまな文化が共存していま
す。ホスピタリティあふれるスペイン
はあらゆる人を温かくお迎えします。
深い歴史に豊かな芸術遺産や文化、そし
て美しい自然。スペインを訪れ、真の
フィエスタ（祝祭）の喜びを、あなたも
ぜひ実感してみてください。スペイン
で、人々とともに暮らし、その習慣を知
り、この国のすべてを心で感じ取ってく
ださい。
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 _ ヒホンの労働大学

スペイン語を学んでみたい
と思いませんか？それと
も、すでにスペイン語を学
んでいるけれど、よりブ
ラッシュアップしたいと
思ったことは？そんなあな
たへのおすすめが、カステ
ジャーノ語（スペイン語）
の生まれた場所、スペイン
です。上質な教育を提供し
ているアカデミーや大学で
学びましょう。



スペインでスペイン語を学ぼう

スペインで学ぶ
毎年、数多くの人々がはじめてスペイン語を学んだり、よりブラッシュアップする
目的でスペインを訪れています。たとえば、ニーズに合わせて提供される質の高い
コース、大学や大学院、また有給インターンシップなど、選択肢はさまざまです。
学習と同時に、文化やレジャー、グルメやナイトライフも楽しむことができるのも
人気です。
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大学
公立、私立ともほぼすべての大学では、
外国人向けのスペイン語講座を設けてお
り、非常に魅力的な選択肢です。学位の
取得を希望する場合、母国の大学で認定
可能な単位や、国際的に効力のあるディ
プロマを取得することができたりと、極
めて柔軟に対応しています。

マドリード・コンプルテンセ大学 とマ
ドリード自治大学では、3ヶ月コース、
1年コース、サマーコース、集中コー
ス、および文化コースを提供していま
す。バルセロナ大学も海外の学生向けの
スペイン語コースを開講しています。

また、バレンシア大学の言語センターで
は、あらゆるレベルに対応した6ヶ月間
のコースが用意されています。

 a マラガ大学

 a サラマンカ大学
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文学、ビジネス向けのスペイン語、歴
史、芸術など多岐にわたる科目を通じて
スペイン文化を集中的に学ぶことができ
るプログラムです。期間についてもさま
ざまな選択肢があります。

そのほか、マラガ大学国際スペイン語
センターで学ぶこともできます。ここ
では、最新の技術やメソッドを採用した
コースやプログラムがそろっています。
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サラマンカ大学はスペイン最古の 
大学です。スペイン語教育にも、その 
長い伝統と名声が息づいています。

スペインで学ぶ
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スペインで スペイン語を学ぼう

インスティトゥト・ 
セルバンテス
スペイン語の教育、学習、および普及
のための国営機関で、海外へ向けたス
ペイン語圏文化の発信にも貢献してい
ます。スペイン国内では、マドリード
とアルカラ・デ・エナ―レスの2カ所に
拠点を構えています。さまざまなコー
スを提供しているだけではなく、DELE
やSIELEの公式試験を実施し、ディプロ
マも発行しています。

 ` インスティトゥト・セルバンテス
マドリード

DELEとは？
DELEとは「外国語としてのスペイン語
検定試験」を意味し、インスティトゥ
ト・セルバンテスがスペイン教育省認可
のもと実施している、スペイン語の習熟
度と能力を認定する公式の資格です。

SIELEとは？
SIELEはスペイン語の国際評価試験であ
り、デジタル形式によるスペイン語の認
定資格です。世界5大陸の学生や専門家
を対象としており、インスティトゥト・
セルバンテス、メキシコ国立自治大学、
サラマンカ大学、ブエノスアイレス大学
が主催しています。  

 L  詳細はこちらをご覧ください。  
 www.dele.org, www.siele.org

http://www.dele.org
http://www.siele.org
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スペイン語 
センター/アカデミー
スペインには、スペイン語を学ん
だりブラッシュアップしたりする
ことができる多数のセンターやア
カデミーがあります。スペイン全
土にある、スペイン語学学校連盟
（FEDELE）に加盟している教育機関
では、あらゆるレベルに対応した質
の高い教育を受けることができ、さ
らに、インスティトゥト・セルバン
テスが認定するディプロマの発行も
可能です。

FEDELE センターは、語学コースの
開催だけではなく、スペイン語を学
ぶための環境を準備するサポートも
行っています。適切な宿泊施設を選
んで予約したり、学習に役立つ課外ア
クティビティなども開催しています。

 L  詳細はこちらをご覧ください  
 www.fedele.org または  
 eee.cervantes.es 

スペインで学ぶ

http://www.fedele.org
http://eee.cervantes.es
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スペインでスペイン語を学ぼう

留学におすすめの街 

 a バルセロナ大学

バルセロナ
インターナショナルで開放的な雰囲気を
持つバルセロナは、恵まれたロケーショ
ンと豊かな文化、すばらしい休暇を楽
しめるという魅力から、多くの学生を惹
きつけています。この街で、忘れられな
い思い出を作りませんか？バルセロナに
は、ポンペウ・ファブラ大学、バルセロ
ナ大学、バルセロナ自治大学など、スペ
イン有数の大学がいくつもあります。

アルカラ・デ・エナーレス
マドリードにほど近い、こじんまりとし
たこの街には、快適な宿泊施設と、アク
ティブな学生コミュニティがあります。
アルカラ大学は、スペインで学ぶ留学
生にきわめて評判のいい高い大学の一
つです。

マドリード
スペインの首都マドリードでは、求める
ものをいつでもすぐ手に入れることがで
きます。文化のるつぼのようなマドリー
ドでは、決して退屈することはないで
しょう。ここにはマドリード・コンプル
テンセ大学、マドリード自治大学などの
名門大学も含め、20を超える大学が点
在しており、スペイン国内最大のアカデ
ミックな街でもあります。スペイン語上
達に役立つ、数多くのコースが開催され
ているのも魅力です。

バレンシア
ビーチと温暖で過ごしやすい気候で世界
に名を馳せているバレンシアは、同時に 
公立および私立大学やさまざまな研究セ
ンターがあり、教育レベルが高いことで
も知られています。活気あふれる学生街
バレンシアを感じてみてください。

アリカンテ
一年のほぼすべての期間ビーチで日光浴
ができる恵まれた気候、滞在費や食費が
比較的リーズナブル、さまざまな余暇を
楽しめるなどの理由からアリカンテはス
ペイン語学習者に人気を集めています。
バレンシア州にあるこの街では、年々留
学生が増えています。

サラマンカ
サラマンカは、質の高い教育を受けるこ
とができることに加え、暮らしやすい物
価も魅力です。名門サラマンカ大学があ
り、スペイン人学生にも留学生にも人気
の高いこの街では、ナイトライフを楽し
むこともできます。
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セビージャ
アンダルシアの州都、セビージャ。国際
的なキャンパスがあり、さらに極めて暮
らしやすいことで知られる街です。穏や
かな気候に、この地方の人々の開放的な
性格もあいまって、大学周辺も居心地の
いい雰囲気です。
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マラガ
コスタ・デル・ソルの中心都市マラガに
は、マラガ大学の外国人向けのコースに
加え、プライベートな語学学校が提供
するコースなど、豊富な選択肢がありま
す。毎年数多くの人が、スペイン語を学
ぶためにマラガを選んでいることから
も、この街の持つ独特の魅力がうなずけ
ます。

グラナダ
ヨーロッパの大学生の交換留学制度（エ
ラスムス計画）を利用する学生に人気が
高いのが、グラナダ大学です。グラナダ
は、大学街として古い歴史があります。
6万人の学生を抱えるこの街には、幅広
い教育のための過程と、課外活動やさま
ざまな余暇のアクティビティなど、学生
生活を豊かにしてくれるオプションが豊
富です。

カディス
多くの教育施設は、街の旧市街にある古
い歴史あるエリアに集まっています。カ
ディスと言えば祭りです。フェスティバ
ルの季節にカディスほど熱気を帯びる街
はめったにありません。なかでも2月の
カーニバルは必見です。

旧王立タバコ工場
セビージャ大学

カディス

スペインで学ぶ
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スペインでスペイン語を学ぼう

スペインを楽しみ尽くす
スペインには数多くの文化遺産があります。さまざまな
都市をめぐって、ぜひ自分の目で体験しましょう。ま
た、イベリア半島を通る歴史あるルートを辿るのもおす
すめです。この世のものとは思えないほど絶景の自然、
豊かな食文化、長い歴史を誇る歴史や伝統など、色とり
どりの体験をお楽しみください。

文化
スペインはどこを訪れても豊かな文化に
あふれていますが、中でも、美術館や劇
場、歴史的建造物などが集中する街をご
紹介します。

マドリードを歩けば、さまざまな文化が
渾然一体となっていることがすぐ理解で
きるでしょう。かつてスペイン文学の
「黄金の時代」を代表する作家たちが暮
らしていたラス・レトラス地区を訪れて
みましょう。国立プラド美術館、ソフィ
ア王妃芸術センター 、そしてティッセ
ン＝ボルネミッサ国立美術館という世
界に名高い3つの美術館があります。ま

た、映画館や劇場に行くのはいかがで
しょう？世界中で人気を博したミュージ
カルをいつでも楽しむことができます。

国際色豊かな地中海沿いの都市バルセ
ロナで、無限の可能性を味わってみま
せんか。市街地では、古代ローマの遺跡
や中世の街並み、そして20世紀の前衛
建築を代表する素晴らしい建物を目にす
ることができます。CaixaForum（カイ
シャ・フォーラム）などの文化センター
では、魅力あふれる展示やワークショッ
プ、さまざまなアクティビティを体験し
ていただけます。

 a 王宮
マドリード
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スペインを楽しみ尽くす

バレンシアは、コントラストが鮮やか
な、まさに地中海の真髄を体現した街で
す。歴史的な地区では、前衛的な建築群
に驚かされることでしょう。科学と文化
のための施設としてヨーロッパ随一の規
模を誇る芸術科学都市は、ぜひ訪れてお
きたいものです。

スペインのその他の街にも、重要な歴
史遺産や興味深い文化プログラムがあ
ります。

 L  詳細はこちらをご覧ください。  
 www.españaescultura.es

ローマ帝国時代のスペインを探訪
イベリア半島におけるローマ帝国の勢
力は6世紀以上にわたって続きました。
その影響もあり、スペインのあらゆる場
所でかつてのローマ帝国の遺跡を目にす
ることができます。特に重要なのは、タ
ラゴナとサグント（バレンシア州）の考
古学遺跡です。ローマ帝国時代の公共広
場や円形闘技場、劇場などの至宝が保
存されています。セゴビア では土木工
学の傑作を目にすることができます。古
代ローマの水道橋はヨーロッパでももっ
とも保存状態がよい水道橋の一つです。 

ローマ帝国時代のアンダルシア ルート 
は、セビージャ県、カディス県、コル
ドバ県の14の村を通っています。中に
は、サンティポンセ（セビージャ県）に
あるローマ帝国時代の村、イタリカや、
バエナ（コルドバ）の考古学公園など、
魅力的な場所も含まれます。
歩きやすい靴に履き替えて、銀の道に
チャレンジしてみるのはいかがでしょ
う。スペインの南部と北部を結ぶ、古代
ローマ軍の通った街道を辿る旅です。サ
イクリングあるいはバイクで行くことも
可能です。セビージャを出発し、ヒホン
を目指すルートで、途中にメリダ（バダ
ホス県）、カセレス、ベハル（サラマン
カ県）、レオンなどの歴史のある場所を
通過します。

イスラム教徒の遺産ルート
イスラム教徒の足跡を巡る7つのルート
は、イスラム教徒がアンダルシア地方
に刻んだ歴史を学ぶことができる魅力的
なコースです。深い歴史のある道を通る
これらのルートでは、他では目にするこ
とができない過去のモニュメントを見学
することができます。たとえば、グラナ
ダのアルハンブラ宮殿、コルドバのメス
キータ、セビージャのヒラルダの塔や、
アルカラ・ラ・レアル（ハエン県）のア
ラビア文化の薫り高い旧市街などです。

 a 古代ローマ円形劇場
タラゴナ

 a 芸術科学都市
バレンシア

http://www.españaescultura.es
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スペインでスペイン語を学ぼう

穏やかな風景を楽しみながら歩みを進
め、その土地ならではのおいしい郷土料
理を堪能し、人気のお祭りや慣習につい
て知識を深めましょう。馬に乗って行く
もよし、自転車で行くもまたよし、もち
ろん徒歩でも楽しいでしょう。さあ、あ
なたも出かけませんか？

グラナダ の通りや広場を散策して、こ
の街ならではの風景をお楽しみくださ
い。ここは、イベリア半島におけるイス
ラム教徒の最後の砦となった都市です。

 L  詳細はこちらをご覧ください。 
 www.españaescultura.es/es/rutas_ 
 culturales/grandes-rutas/ruta_ 
 legado_andalusi.html

サンティアゴ巡礼の路
ぜひ巡礼者のひとりとなって、祈りを込
めた冒険の旅を始めましょう。北部スペ
インを知るためのもうひとつの魅力的な
旅の提案は、使徒サンティアゴの墓があ
るサンティアゴ・デ・コンポステーラ
大聖堂（ア・コルーニャ県）を目指す
巡礼路です。

宗教的または精神的な目的でこの路を歩
いたすべての巡礼者には、「コンポス
テーラ」という証明書が発行されます
が、徒歩または馬で最低100キロメート
ル、自転車なら200キロメートルの巡礼
を行う必要があります。

乙女の中庭
セビージャのアルカサル
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スペイン北部のロマネスク建築物
歴史ある都市を訪れ、息を呑むような自
然を味わいましょう。スペインに残るロ
マネスク様式の建築物は、訪れる人々を
中世の世界へといざないます。ピレネー
山脈を越えて11世紀にスペインに伝え
られたこの建築様式は、サンティアゴ
巡礼の路を通じて北部スペインへと広が
り、独自の発展を遂げました。

リェイダ県に広がるピレネー山脈に位置
するボイ渓谷では、ユネスコの世界遺産
にも認定されているサン・クレメンテ教
会やサンタ・マリア・デ・タウル教会な
どの、11～12世紀の教会群を見ること
ができます。ウエスカ県には、スペイン
最古のロマネスク様式の教会、サン・ペ
ドロ・デ・ハカ大聖堂と、ロアレ城があ
ります。さらに西に位置するブルゴスに
ある、サント・ドミンゴ・デ・シロス修
道院の中庭回廊は、ロマネスク様式の傑
作です。

他では見られない美しい自然環境に恵ま
れたパレンシア、サモラ、オビエド周辺
は、スペイン国内でもロマネスク様式、
プレ・ロマネスク様式の建築物が最も集
中している地域です。また、サンティア
ゴ・デ・コンポステーラ 大聖堂の「栄
光の門」でも、みごとなロマネスク様式
の彫刻を目にすることができます。

オビエドの大聖堂 写
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http://www.españaescultura.es/es/rutas_culturales/grandes-rutas/ruta_legado_andalusi.html
http://www.españaescultura.es/es/rutas_culturales/grandes-rutas/ruta_legado_andalusi.html
http://www.españaescultura.es/es/rutas_culturales/grandes-rutas/ruta_legado_andalusi.html
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スペインを楽しみ尽くす

世界遺産のある街
スペインには15の世界遺産都市があり
ます。それぞれの都市で、高い芸術性を
ご堪能ください。

トレドは、歴史的にイスラム教、ユダヤ
教、キリスト教が共存してきた場所。サ
ラマンカは、世界でもっとも古い大学
の一つがあることで知られ、街の通りや
モニュメントからスペインの歴史を感じ
ていただけます。コルドバでは、まるで
絵画のように美しい歴史地区を散策し、
この街の至宝であるイスラム教芸術の結
晶、メスキータを見学してください。

威風堂々としたアビラの城壁は驚愕の一
言です。カセレスの石畳の道や中世の要
塞、塔などは、訪れる人々を中世へとい
ざないます。また、サンティアゴ・デ・
コンポステーラでは、ロマネスク、ゴ
シック、バロック様式の至宝を目にする
ことができます。

そのほか、ぜひ訪れておきたい世界遺産
都市がウベダとバエサ（ハエン県）で
す。その宮殿とルネサンス様式の教会建
築は見る人に深い感動を与えることで
しょう。クエンカの、自然の中に完全に
溶け込んだ宙づりの家には目を見張るこ
と間違いなしです。

島々でも、素晴らしい文化に触れること
ができます。テネリフェ島（カナリア諸
島）のサン・クリストバル・デ・ラ・ラ
グーナでは、後のイスパノアメリカの都
市の街並みの原点とも言える風景に出会
うことができるでしょう。地中海沿岸で
は、イビサ島（バレアレス諸島）の文化
と多様な生態系が評価され、ユネスコに
認定されています。

その他ユネスコの世界遺産都市として認
定を受けている都市には、セゴビア、ア
ルカラ・デ・エナ―レス、タラゴナ、メ
リダがあります。

 L  詳細はこちらをご覧ください。 
 www.ciudadespatrimonio.org

サンティアゴ・デ・コンポステーラ
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http://www.ciudadespatrimonio.org
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スペインで スペイン語を学ぼう

自然
スペインには、その多様性と驚くほど豊
かな生態系によって、人々を魅了する自
然保護地区が数多く保全されています。
さあ、自然の中に飛び出しましょう。

ルート
6万キロメートル以上の公道があり、温
暖な気候に恵まれたスペインは、トレッ
キングにも最適です。一日中歩いた疲れ
は、貸別荘やキャンプ、山小屋でしっか
り休息して癒し、さらに旅を続けましょ
う。きっと忘れられない経験になるはず
です。
ガイタネス峡谷 の断崖絶壁に作られた
道では、その高さに目が眩むかもしれ
ません。また、勇気を出してマラガ山地
の標高と同じ高さのカミニート・デル・
レイ（王の小道）の吊り橋を渡ってみる
のはいかがですか？モミとクロマツが生
い茂る森の中へ入り込めば、ピレネー・
オリエンタルの山々に広がる高山湖の見
事な景観を楽しむことができます。ピ
レネー山脈最高峰のアネト山と13の氷
河なども、感動を与えてくれることで
しょう。

 
カミニート・デル・レイ（王の小道）

マラガ
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スペインを 満喫する

 a ティマンファヤ国立公園
ランサロテ島

国立公園
スペインは、驚かずにいられないほど、
多様性と美しい景観に恵まれた国であ
り、15か所もの国立公園がイベリア半
島、カナリア諸島、バレアレス諸島に点
在しています。

高山がお好きなら、絶対に外せないのは
ピコス・デ・エウロパ国立公園です。氷
河湖、そそり立つ岩山、そしてそこに
生息するノロジカ、狼、熊は見逃せませ
ん。アイグエストルテス・イ・マウリシ
オ湖国立公園（リェイダ）の、圧倒され
るような滝や山々に囲まれた絶景は必見
です。

また、アンダルシア地方にもぜひ訪れて
ほしい自然の宝庫があります。グラナ
ダの シエラ・ネバダ国立公園では海を
眺めながらスキーを楽しむことができま

す。ウエルバ、セビージャ、カディス間
にあるドニャーナ国立公園は、アンダル
シア地方の緑の宝石として鳥類の貴重な
生息地となっています。

さまざまな表情を見せてくれる島々の自
然の魅力を満喫しませんか？世界でも類
を見ない火山風景を楽しめるのは、カナ
リア諸島にあるティマンファヤ国立公園
です。また、バレアレス諸島のカブレラ
諸島国立公園とガリシア州の大西洋諸島
国立公園は、ダイビング好きなら絶対に
外せない最高のスポットです。

 L  スペイン国内の国立公園に関する 
 詳しい情報はこちらをご覧ください。 
 www.spain.info/es/que-quieres/ 
 naturaleza/

スペインを楽しみ尽くす

http://www.spain.info/es/que-quieres/naturaleza/
http://www.spain.info/es/que-quieres/naturaleza/
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スペインでスペイン語を学ぼう

美食
世界でも人気を集めているスペインの料
理。レストランやバルでは、伝統的なレ
シピから贅を凝らした高級料理まで、さ
まざまにお楽しみいただけます。

郷土料理
スペインの各地方には、魅力にあふれた
伝統料理が豊かです。滋養にあふれた煮
込み料理コシード・マドリレーニョ（マ
ドリード風煮込み）やアストゥリアス風
ファバダなどは、寒い日に最適です。ま
た、各地に季節の野菜や絶品のデザート
やケーキもそろっています。それとも、
スペインの海や川で獲れた魚はいかがで
すか？料理法はお好みに合わせてさまざ
ま。中でも貝類は大人気の一品です。ス
ペイン料理の王者とも言える食材が、イ
ベリコ生ハム。ぜひその美味をおためし
ください。

前衛的な料理
おいしいスペイン料理を味わうことがで
きる最高の場所、それはローカルの市
場です。何十年もの歴史ある市場の多く
が、とっておきのグルメを体験できる場
所として生まれ変わりました。マドリー
ドのサン・ミゲル市場、バルセロナのボ
ケリア市場、バレンシアの中央市場はぜ
ひ訪れておきたいものです。生演奏を聴
きながらワインを片手にピンチョやタパ
スなどの美味をつまむなど、しゃれた体
験を味わうことができます。地元の人々
に混じって楽しみましょう。目を喜ばせ
るだけではなく、味覚も大満足すること
間違いなしです。

学生におすすめの 
簡単レシピ
スペインのおふくろの味とも言える
のが、ジャガイモ入りスペイン風オ
ムレツ。ここでご紹介するレシピ
を、ぜひ作ってみてください。わず
か30分ほどで、おいしいスペイン料
理のできあがりです。玉ねぎやピー
マンなどを加える場合もあります
が、ここでは最も基本的なレシピを
お伝えします。
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2人前の材料：卵3つ、ジャガイモ
（大）2つ、オリーブオイル、塩。

スペインを楽しみ尽くす

1. ジャガイモの皮をむき、細くス
ライスします。

2. フライパンにたっぷりのオリー
ブオイルを注ぎ、弱火でジャガイモ
を揚げます。

3. ジャガイモがこんがりきつね色
に揚がったら、網じゃくしでフライ
パンから取り出し、しっかり油を切
ります。

4. ボウルで卵をよくかき混ぜ、ジャガ
イモと少量の塩を加えたら すべてを合
わせてよく混ぜます。

5. フライパンにオリーブオイルを少量
たらし、混ぜたジャガイモと卵（4）
を流し入れます。

6. 3～4分して裏面が焼けたら、平ら
な皿を使ってひっくり返します。中が
しっとりするよう、加熱しすぎないよ
うに注意します。

7. 両面が焼けたらできあがりです。

温かいままでも、冷めた状態でもおい
しくいただけます。野菜サラダと一緒
に食べたり、ボカディージョ（スペイ
ン風サンドイッチ）の具材にしたり、
小さな四角形に切って食前のおつまみ
にしたりと、さまざまにお楽しみくだ
さい。
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スペインでスペイン語を学ぼう

祭りと伝統
スペインでは、一年を通じてさまざまな祭りが開催されます。祭りに参加してスペ
インを深く知り、感じ取り、そして味わいましょう。

 a 春祭り
セビージャ

 a カディスのカーニバル

 a テネリフェのカーニバル
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カディスとテネリフェのカーニバル
スペインの街角が色彩と喜びにあふれる
のが、カーニバルの季節です。サンタ・
クルス・デ・テネリフェでカーニバル
を体験しませんか？カーニバルのクイー
ンを選ぶコンテストでは、豪華なドレス
に目を奪われることでしょう。カディス
のカーニバルでは、コンパルサ（仮装行
列）やコーラス、チリゴタ (風刺や皮肉
を込めた歌) をお楽しみください。

火祭り(ファジャス)
火祭りの期間中、バレンシアは音楽と
フェスティバル一色に染められます。
この1週間、街は二ノットと呼ばれる、
ユーモアたっぷりに社会風刺を込めた巨
大な張り子の人形で埋め尽くされます。
最終日にこの人形が燃やされる瞬間が、
祭りのクライマックスです。

春祭り
春祭りのセビージャは、朝から晩まで賑
やかな雰囲気に包まれます。祭りの会場
と立ち並ぶ仮設小屋には音楽が鳴り響
き、さまざまな料理を前に、シェリー酒
（フィノ）や「レブヒート」と呼ばれる
シェリー酒のソーダ割りのグラスを手に
した人々が賑やかに談笑します。伝統料
理の「ペスカイート・フリート」(魚の
フライ) はぜひおためしください。馬や
馬車による華やかなパレードも見逃せま
せん。
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バレンシアの火祭り

スペインを 満喫する
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スペインでスペイン語を学ぼう

セージャ川下りカヌー競技会
国際的なカヌー大会のなかでも、この大
会は最も重要なもののひとつです。リー
バデセージャとアリオンダスの間で開催
されます。ボートがゴールに到達する
と、祭りはカンポス・デ・オバに移動し
ます。ここで郷土料理を満喫しながら、
祭りはさらに続きます。たくさんの屋台
に、リーバデセージャの郷土色あふれる
夜祭りの楽しみ。夜が更けるのもあっと
いう間です。

ビルバオのセマナ・グランデ
この9日間には、バスク地方のビルバオ
市内全域で、さまざまなアクティビティ
が開催されます。コンサートやショー、
花火などが祭りを華やかに盛り上げま
す。旧市街や川の両岸には、チョスナと
呼ばれる、賑やかな音楽とともにドリン
クや食べ物を提供する屋台が並びます。

トマト祭り(トマティーナ)
参加者がトマトを投げ合うこの楽しいお
祭りは、バレンシア州のブニョールで開
催されます。この陽気な「戦い」に参加
しませんか？

 a サンタ・アナ広場
マドリード

ナイトライフ
快適な気候とスペイン人の明るい国民性
のおかげで、街のナイトライフは楽しさ
いっぱいです。レストラン、バル、コン
サートホール、ディスコ、アフターア
ワーなど…。若者を対象にしたイベント
も数多くあります。夢中になって過ごす
うちに、夜が更けます。

どの街にも、必ず1つはナイトライフを
楽しむことができるエリアがあります。
たとえばバルセロナなら、アシャンプ
ラ地区やサン・ジェルバシ―サンタロ地
区などが、エレクトロミュージックのク
ラブが並ぶ、世界的に有名なナイトライ
フの聖地です。ポブレ・ノウ、ポート・
オリンピック、ボルン地区なども、バル
セロナのトレンドスポットです。スタイ
リッシュな体験を求めるなら、これらの
エリアがおすすめです。

バレンシア、マラガ、アリカンテ、そし
てカディスといった地中海沿岸の街に
は、全身で音楽のリズムを感じながら、
夜明けまで踊りを楽しむ人たちが集いま
す。夏には、ぜひビーチへ繰り出して
みましょう。7月、8月はビーチ沿いで
フィエスタ（パーティー）が数多く開か
れています。

 b トマト祭り (トマティーナ)
ブニョール 
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サラマンカのナイトライフスポットはマ
ヨール広場周辺です。ここは徒歩でバル
やクラブを回れるほどコンパクトです。
グラナダでは、ペドロ・アントニオ・
デ・アラルコン通りを目指しましょう。
バルやパブ、タパスをつまめる店が軒を
連ねています。セビージャもナイトライ
フが盛んなことで知られます。人々は街
へ繰り出し、気の合う人たちと楽しいひ
と時を楽しみます。特に、旧市街とアラ
メダ地区は、野外でドリンクを楽しむの
に最適です。

マドリードの夜の楽しみかたは無限大で
す。あなたもきっと驚くことでしょう。
喧騒あふれるウエルタスのタベルナ（食
堂）やパブ、マラサーニャやラバピエス
のオルタナティブなバル、ブラシル大
通りの巨大クラブなど、目移りしそうな
ラインナップであふれています。流行の
先端を行くエリアはチュエカ地区です。
ここはマドリードで最もゲイ・フレンド
リーな場所でもあります。
チュエカ地区は、6月の最終週からほぼ
2週間、マドリード・ゲイ・パレード
（MADO）の中心地としてカラフルな
パレードで賑わいます。この期間には、

世界各国から人々がチュエカを目指して
やってきます。レインボーカラーの旗
が通りを飾り、野外コンサートや無料
のフィエスタ（パーティー）が開催さ
れます。

フェスティバル 
バルセロナの  プリマベーラ・サウン
ド 、ベニカシムの FIB やマドリード
の マッド・クール・フェスティバル に
は、世界的に人気のポップ・ミュージッ
クやロックのミュージシャンが顔を揃え
ます。音楽を愛する人にとって、夏のス
ペインは、毎年人気のデスティネーショ
ンとしてその地位を確立しつつありま
す。ビルバオ・BBK ライブ では、オル
タナティブミュージックのトップクラス
のアーティストによる音楽を楽しむこと
ができます。

夏といえばエレクトロミュージックで
す。リズムに乗って思いっきり踊りま
しょう。バルセロナの ソナールなど、
見逃せないフェスティバルが目白押しで
す。ソナールでは、実験的な音楽や、
マルチメディア・アート、前衛的なパ
フォーマンスをお楽しみいただけます。

21

スペインを楽しみ尽くす
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スペインで スペイン語を学ぼう

時間
スペインは、中央ヨーロッパ時間（グ
リニッジ標準時+01:00 (GTM +1)）の
時間帯を採用しています。またカナリ
ア諸島は、本土から一時間マイナスの
グリニッジ標準時間帯となっていま
す。スペインの営業時間は長時間にわ
たります。通常は、月曜から土曜日
の、午前9時半から午後1時半、そして
午後4時半から夜8時までですが、大型
店舗やショッピングセンターは、午前
10時から夜10時までずっと営業してい

ます。都市によっては、営業時間に関
する規制がない場所もあり、そのよう
な都市では、多くの商店が日曜日や祝
日も営業しています。

スペインは、他の国と比べて食事時間
がやや遅いのが特徴です。朝食は午前
8時から午前10時の間、昼食は午後1時
から午後3時半まで、夕食は夜8時半か
ら夜11時の間というのが一般的です。

役立つ 
情報
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役立つ情報

気候
スペインはヨーロッパでも最も温暖な
気候に恵まれており、平均日照時間は
年間2,000時間以上にのぼります。ス
ペインの主な気候は地中海性気候で、
このため、夏は乾燥し、冬は安定した
気温となります。スペイン北部は他の
地域より湿度が高く、過ごしやすく快
適な夏が特徴です。カナリア諸島は、
年間平均気温が22度と非常に快適な
気候で、一年中太陽を楽しむことがで
きます。また、シエラ・ネバダ山脈や
カンタブリア山脈など標高の高い地
域では、冬の初めから春の終わり頃
まで雪が降ることがしばしばです。 
 

学生 
割引
多くの美術館、劇場や文化施設では直接
割引を行っていますが、それに加えて主
要都市でのレジャーや文化活動、旅行、
交通機関の割引を受けることができる方
法がいくつかあります。

ぜひ国際学生証（ISIC）を入手しましょ
う。オンラインまたはスペインに来てか
ら直接申し込むことができます。必要な
のは、いずれかの教育施設に登録されて
いることを証明する書類、最近撮影され
たパスポートサイズの証明写真、身分証
明書またはパスポートです。申請できる
最低年齢は12歳です。年齢の上限はあ
りません。

 L  詳細はこちらをご覧ください。  
 www.isic.es 

マヨール広場
マドリード

http://www.isic.es
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スペインで スペイン語を学ぼう

 

ヨーロピアン ユースカードは、14歳か
ら30歳までの年齢層が申請することが
できるカードです。このカードがあれ
ば、ヨーロッパ各地で特別料金やサー
ビスを利用することができます（  交
通機関、買い物、スポーツ、文化活動
など）。発行日から31歳の誕生日まで
ずっと有効です。さらに、世界各国をカ
バーする旅行保険も付帯しています。

 L  詳細はこちらをご覧ください。  
 www.europeanyouthcard.org 

多くの教育施設では、独自の学生証を発
行しています。身分証明書としてはもち
ろん、美術館や文化施設、映画館（日中
料金）、その他多くのショップで特別割
引を受けることができます。

http://www.europeanyouthcard.org
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役立つ情報

宿泊施設
大学寮
キャンパスの近くにあり、宿泊に加えて
食事や洗濯なども料金に含まれているお
すすめの選択肢です。さまざまなタイプ
（女子寮、男子寮、混合寮）があり、さ
らに民間が経営するものから教育施設が
直接運営する施設までさまざまです。通
常の学生寮とコレヒオ・マヨール（学生
寮）の違いは、後者では、文化やスポー
ツの面でも学生が成長できるようサポー
トしてくれるという点にあります。

ホステル
ユースホステルも経済面で非常に役立つ
選択肢と言えます。設備も快適になって
きており、特にマドリードやバルセロナ
ではその傾向が顕著です。これらの施設
の多くは街の中心部に位置しており、中
には歴史的建造物の中に入っているもの
もあります。

安い部屋の場合、ルームシェアが多い
です。キッチンや、リビングダイニン
グルームなどの共有スペースを自由に利
用できることから、他の滞在者と知り
合ったり、交流を深めるにはうってつ
けです。

 L  スペインには多岐にわたる 
 ユースホステルのネットワーク 
 があります。 
 ユースホステル会員証を申請して 
 さまざまな割引を受けるには、 
 ウェブをご確認ください：  
 www.reaj.com

ホテル
通常、ホテルはホステルと比べて高額で
すが、プライバシーが確保できたり、部

屋にバスルームがある、シーツ交換が
可能など、便利な点も多くあります。ま
た、3食付き、2食付きなどのプランを
選ぶこともできます。大都市には数多く
のホテルがあり、お好みに合わせてお選
びいただけます。

安全と健康
スペインはヨーロッパでも最も安全な国
として知られています。安心してお越し
ください。なにかサポートが必要な場
合は、通話料不要の緊急時総合連絡セン
ター（112）までご連絡ください。

EU加盟国出身者で、ヨーロッパ健康保
険証（TSE）を持っている場合には、医
療サービスを無償で受けることができま
す。滞在中必要な治療はすべてカバーさ
れます。

EU加盟国出身者以外は、スペインに来
る前に、社会保障と医療サービスに関し
て自国とスペインの間になんらかの協定
があるか確認することをおすすめしま
す。協定を結んでいる場合は、スペイン
でも医療サービスが受けられるよう、自
国の公的機関の管轄部門から、必要文
書を発行してもらうよう手続きしてく
ださい。

自国とスペインの間にいずれの協定も締
結されていない場合は、民間の医療保険
に加入する必要があります。さらに、
学生ビザの申請時にその保険契約書を提
出しなければなりません。医療保険の契
約期間は、スペイン滞在期間をすべてカ
バーしている必要があります。スペイン
の保険会社でも、海外の保険会社でも
けっこうです。保証の範囲についても確
認することをおすすめします。

 

http://www.reaj.com
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 a プロイを通過するAVE
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交通機関

列車
スペインでは、9つの都市にメトロサー
ビスがあります（ バルセロナ、ビルバ
オ、グラナダ、マドリード、マラガ、パ
ルマ・デ・マヨルカ、サン・セバスティ
アン、セビージャ、バレンシア）。マド
リードにはユースパス、バルセロナには
T-Joveというユースパスがあり、それぞ
れ30歳、25歳以下は割引料金で乗車す
ることができます。その他の都市にも特
別料金のパスが用意されています。ロー
カル線のネットワークが整備されている
ため、各都市の中心部から近郊への移動
も便利です。

さらに、スペイン国鉄（RENFE）がス
ペイン国内の主要都市と地域を結んでい
ます。中でも人気を集めているのが、
高速鉄道のAVEです。マドリードを中
心に、25都市へ運行しています。2019
年には、RENFEはEVAと呼ばれるAVEの
ローコスト版サービスをマドリードとバ
ルセロナ間で運行開始する予定です。

インターレイル

スペイン滞在を決めたら、ぜひ周辺の
国々へも足を伸ばしてみましょう。イン
ターレイルを使えば、選択した地域で実
質的にすべての列車に、手頃な価格で乗
車することができます。インターレイル
の利用にあたっては、最低でも6カ月間
ヨーロッパに居住していることが求めら
れます。条件を満たしていない場合は、
ユーレイルパスを使いましょう。

インターレイル ワンカントリー パスを
使えば、1か月間のうち3、4、6、8日間
の期間で、スペイン国内のすべての列車
にそれぞれ乗り放題となります。決めら
れた区間などはありません。お好みの旅
行プランでご利用ください。

 L  パスの入手、または詳細情報、 
 その他の特別パスの情報については  
 www.interrail.euをご覧ください。

http://www.interrail.eu
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バス

街の目的地にたどり着くには、さまざま
なルートがあります。大学キャンパス周
辺を走る路線について十分調べておくこ
とをおすすめします。また、多くの都市
には、夜間バス サービス（現地ではよ
く「フクロウ」と呼ばれています）があ
ります。それほど多く運行されているわ
けではありませんが、ナイトライフを楽
しむ場合などには便利です。

ヨーロッパ各地からは、さまざまな会
社が長距離バスを運行しています。ス
ペイン国内でも、都市と都市を結ぶイ
ンターシティバスが走っています。ま
た、主要都市には市内を巡る観光バス
もあります。

国際空港

スペイン国内の多くの空港には、世界の
主要都市へと運航している路線を持つ航
空会社が参入しています。国際路線の数
が多い空港は、アドルフォ・スアレス・
マドリード＝バラハス空港、バルセロナ
＝エル・プラット空港、パルマ・デ・マ
ヨルカ空港、マラガ＝コスタ・デル・ソ
ル空港、グラン・カナリア空港、アリ
カンテ＝エルチェ空港、テネリフェ・
スール空港です。カナリア諸島を形成
する7つの島にはそれぞれ空港があり、
バレアレス諸島ではマヨルカ島、イビサ
島、メノルカ島にあります。

 L  詳しい情報についてはvisita  
www.studyinspain.info  
と  www.spain.info をご覧ください。

 a トランビア（トラム）
バレンシア

 b バルセロナ＝エル・プラット空港
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http://www.studyinspain.info
http://www.spain.info
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