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旅行企画・実施昭和女子大学

参加者募集要項

スペイン／アルカラ大学 カルデナル・シスネロスカレッジ
コース① 18日間： 2014年2月21日出発～3月10日帰着
コース② 25日間： 2014年2月14日出発～3月10日帰着
コース③ 25日間： 2014年2月21日出発～3月17日帰着 

昭和女子大学

2013年度 春期

スペイン語学研修



スペインの首都マドリード近郊。荘厳なモニュメントが多く残る歴史都市で貴重な体験を・・・。スペインの首都マドリード近郊。荘厳なモニュメントが多く残る歴史都市で貴重な体験を・・・。
アルカラ大学 カルデナル・シスネロスカレッジ 18日間・25日間プログラム

Alcalá de Henares アルカラ
世界最初の計画的な大学都市・アルカラ

■研修地

Cardenal Cisneros - Universidad de Alcalá
アルカラ大学 カルデナル・シスネロスカレッジ
アルカラ大学は1499年にシスネロス卿によって創立され、ヨーロッパ最古級の大
学として知られています。創立者の名前を冠するシスネロスカレッジでは、教育学専
攻の科目を中心とした教育が行われています。幼児教育・初等教育（ともに英語とス
ペイン語のバイリンガルコース）・社会教育の各課程が運営されています。今回のス
ペイン語学研修のコース修了者にはアルカラ大学カルデナル シスネロスカレッジの
修了証書が授与されます。

■研修機関

アルカラ（正式名称：Alcalá de Henares）は、スペイン中央
のマドリード州東部に位置し、首都マドリードから電車で約30
分ほどの距離にある人口約20万人の都市です。「アルカ
ラ」はアラビア語の「城」という語に由来しています。アルカラ
は世界で最初の計画的な大学都市とし
て知られ、その都市計画がアメリカ大陸
やヨーロッパのモデルとなったことなどか
ら、1998年にはアルカラの大学と周辺
の歴史地区が、ユネスコの世界遺産
（文化遺産）に登録されています。
またアルカラは、世界初の小説として知
られる『ドンキホーテ』の作者セルバンテ
スの出生地としても知られています。

※表示金額は2013年10月10日現在のものです。

【代金に含まれるもの】
●日程表に表示される航空券の往復航空運賃（エコノミークラス）●日程に表示される空港送迎費●宿泊費（ホームステイ シングルルーム）●日程に表示される食事費（1日3食）●入学金●授業料●現地フルサポート費用
【代金に含まれないもの】※上記の他は代金に含まれておりません。その一部を例示します。
●成田空港施設使用料（2,040円）●旅客保安サービス料（500円）●燃油サーチャージ（46,600円）●スペイン出入国税（9,760円）●個人的費用（交通費・電話代など）●成田空港までの往復交通費用●海外旅行傷害
保険料●オプショナルツアー代金など

＊学校の都合上、予告なくスケジュールを変更する場合があります。必ず、最終確認をしてください。

ホームステイ　食事／昼（機） 夕（機）

アルカラ大学カルデナル・シスネロスカレッジにて研修と自由行動

成田空港（9：25）着　着後、解散

スケジュール／宿泊地／食事コース①
18日間

コース②
25日間

コース③
25日間

■研修日程
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専用車にて空港へ
マドリード（AF1001 10：15）発
パリ（12：20）着　パリ（AF276 13：40）発

成田空港（AF275 12：55）発
パリ（17：15）着　パリ（AF1400 20：25）発
マドリード（22：30）着
着後、専用車にて各ホームステイ先へ

■実施要項
【プログラム名称】
【 留 学 期 間 】

【 留 学 都 市 】
【 留 学 先 】
【 宿 泊 】
【 添 乗 員 】
【 食 事 】
【利用航空会社】
【最少催行人数】
【 参 加 費 用 】

2013年度 春期 スペイン語学研修
コース①18日間：2014年2月21日（金）～3月10日（月）
コース②25日間：2014年2月14日（金）～3月10日（月）
コース③25日間：2014年2月21日（金）～3月17日（月）
スペイン・アルカラ
アルカラ大学カルデナル・シスネロスカレッジ
ホームステイ
なし
ホームステイ期間中1日3食付き
エールフランス航空（AF）
10名様

【 申 込 期 限 】
【 申 込 方 法 】
【出発までの流れ】

【 そ の 他 】

2013年11月29日（金）　
参加申込書を上記申込期限内に提出のこと
第1回 オリエンテーション 12月中旬（予定）
第2回 オリエンテーション 旅行会社より別途
 連絡いたします。
詳しい日程は後日連絡します。

●実際の参加費用は申込人数によって変動します。
●上記旅行代金とは別に、燃油サーチャージ、海外旅行傷害保険など
の費用が発生します。詳しくは「研修日程」下部をご覧ください。
●参加費用が確定次第、旅行会社より請求書をお送りします。
　指定の振込先に期限内にお振込みください。

コース①18日間：￥344,000（予定）
コース②25日間：￥394,000（予定）
コース③25日間：￥399,000（予定）

【申込書配布・申込受付】
■募集要項

昭和女子大学　
国際交流センター

※希望者多数の場合には抽選になります。
※スペイン語学習クラスは日本人のみとなります。
※他大学の学生も参加します。
※スペイン語未経験者も参加可能です。
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スペイン
アルカラ・デ
エナレスマドリード

1.太字の部分は希望者のみ参加のオプショナルアクティビティーです（費用別途）。
2.その他　オプショナルアクティビティーの際にかかる交通費・入館料・飲食代などは各自が負担のこと。詳細はオリエンテーション時に説明いたします。
3.アルカラ市内バス料金：1.3０ユーロ均一、10回券：8.50ユーロ（10回券は市内のEstanco/タバコ屋さんで購入可）。電車の10回券は23.45ユーロ。※運賃は値上げとなる場合がありますので、予めご了承ください。 
4.専用バスを利用したオプショナルツアー時は移動時にトイレ休憩をとりませんので、バス乗車前に必ずトイレを済ませてください。
5. 上記スケジュールはあくまで予定としてお考えください。現地都合等によりオプショナルアクティビティは中止・変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

■スケジュール（予定）
日 次 曜日 午　前（～14：00） 午　後（～19：00） 夜（19：00～） 備     考

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目
6日目
7日目
8日目
9日目
10日目
11日目
12日目
13日目
14日目

15日目

16日目

17日目

18日目

19日目
20日目
21日目
22日目
23日目
24日目
25日目

金

土

日

月

火
水
木
金
土
日
月
火
水
木

金

土

日

月

火
水
木
金
土
日
月

（AF275 12：55予定）成田発

①③トレド、またはセゴビア観光／②バルセロナ観光2泊3日 

②トレド、またはセゴビア観光／③休息日

9：00～13：30授業
9：00～13：30授業
9：00～13：30授業
9：00～13：30授業

9:00～13:30授業

9：00～13：30授業
9：00～13：30授業
9：00～13：30授業
9：00～13：30授業

②フラメンコ鑑賞／③マドリード散策
③ティッセン美術館、ソフィア美術館
②ティッセン美術館／③JETRO訪問
ディプロマ授与

①フラメンコ鑑賞／②ソフィア美術館訪問／③料理教室
①料理教室／②交流会・フラメンコ教室／③フラメンコ鑑賞
②マドリード半日観光

①ディプロマ授与、プラド観光
③プラド観光

①③バルセロナ観光2泊3日／②休息日 
①③バルセロナ観光2泊3日／②休息日

（AF1400 22：30予定）
マドリード着／シスネロス校へ
着後、ホストファミリーと面会、各ホームステイ先へ

フラメンコ教室

③サッカー観戦（未定）

通学時の交通を確認ホストの案内によりシスネロス校へ登校
オリエンテーション

9:00～13:30まで授業
9:00～13:30まで授業
9:00～13:30まで授業
9:00～13:30まで授業

8:50登校　開校式＆レベル試験
11:30～13:30授業

朝、大学集合/専用バスで空港へ（AF1001 10：15予定）マドリード発

休息日

（AF276 9：25予定）成田着/解散

①③バルセロナ観光出発
①③サッカー観戦（未定）
②サッカー観戦（未定）
①③フラメンコ教室

ショッピング案内

①③交流会／②プラド美術館訪問
①③マドリード半日観光／②料理教室
②フラメンコ教室

市内観光

スペイン語レッスンについて

サポートについて

授業は平日1日4時間、うち2時間は文法中
心、残りの2時間は会話中心のレッスンとなり
ます。時間割は1限目が9：00～11：00、30分
の休憩をはさんで2限目が11：30～13：30と
なります。授業中に分からないことがあった場
合には後で聞くのではなく、その場で質問をし
て授業中に解決するようにしましょう。遠慮せ
ずに質問し積極的に授業に参加することが
語学力向上の近道でもあります。先生の話す
スピードが速くて理解できない場合には「分か
りません」とはっきり伝え、「もう少しゆっくりと
話してください」と伝えましょう。休憩時間は
キャンパス内や、外にあるカフェを利用するな
どしてくつろいでください。

滞在先は一般的なスペイン家庭でのホームス
テイとなります。留学生の受け入れ経験が豊
富な家庭が多いため、皆さんが安心して留学
生活を送れる環境を提供してくれることでしょ
う。授業外の日常生活でもスペイン語に触れ
られるホームステイは語学研修には最適な滞
在方法です。家族の一員として積極的に家庭
の行事に参加し、コミュニケーションを図るよう
にしましょう。
●ホームステイのお部屋は個室ですが、他の
留学生が滞在している場合もあります。
●ホームステイ先は派遣先国の国籍をお持ち
の方に限定してはおりますが、同一国籍で
あっても、様々な人種、民族、家庭環境の方
がおります。それらを理由に、ホームステイ先
を指定したり変更したりすることはできません
ので、ご理解の上、予めご了承ください。

プログラム期間中はアルカラ大学シスネロスカ
レッジの日本人スタッフが皆様のサポートをさせ
ていただきます。授業やホームステイに関する
問題、その他留学期間中の様 な々ご質問やご
相談に対応させていただきます。何かお困りの
ことがある場合にはお気軽にご相談ください。

SPAIN

ホームステイについて

①朝、大学集合/専用バスで空港へ（AF1001 10：15予定）マドリード発
②バルセロナ観光2泊3日
③休息日

①（AF276 9：25予定）成田着/解散 ※コース①はここで終了です。
②③9：00-13：30授業

※コースによってスケジュールは異なります。なおこちらは暫定スケジュールとなりますので、あくまでご参考としてお考えください。

①③フラメンコ教室

②バルセロナ観光出発

②サッカー観戦（未定）



1．募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様
は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・
条件は、別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行
日程表（確定書面）によります。

2．取消料
お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除でき
ます。

3．お客様の確認事項
（1）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要

否などをご確認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、
ビザをご用意ください。

（2）渡航先の「海外危険情報」「海外感染症情報」をご確認ください。
海外安全ホームページ　　　http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
感染症情報ホームページ　　http://www.forth.go.jp/

旅行条件書（要旨） プログラム催行及び参加決定後必ず旅行条件書（全文）をお読みください。

旅行開始後または無連絡不参加

2日前～旅行開始日

30日前以降～3日前以前

40日前～31日以前 無料旅行代金の10％

特定日以外に
開始する旅行

特定日に
開始する旅行

旅行代金の100％

旅行代金の50％

旅行代金の20％

旅行契約の取消日
旅行開始日の前日から起算して

観光庁長官登録旅行業第724号　日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者 金川文子

Alcalá  View Point 
アルカラの観光スポ

ット

アルカラ市内観光
プラド美術館見学
ソフィア王妃美術館見学
ティッセン美術館

世界遺産都市セゴビア観光

世界遺産都市トレド観光

マドリード半日観光

ショッピング案内
サッカー観戦
フラメンコ観賞
フラメンコ教室
スペイン料理教室

JETROマドリード事務所訪問

バルセロナ観光
スペイン人学生との交流会
マドリード散策

世界遺産都市アルカラの旧市街を観光、カフェで休憩
※無料の時間帯から入館のため（18：00～20：00）/通常14ユーロ（学割7ユーロ）
※無料の時間帯から入館のため（18：00～21：00）/通常8ユーロ（長期留学学割無料）
通常9ユーロ（学割6ユーロ）

0
※0
※0
9

未定

未定

未定

0
※110～180

34
40
22

0

※235～285
0
0

所要時間オプショナル名 料金（€）/1人
3時間30分
2時間
2時間
2時間

9時間

8時間

5時間

3時間30分
2時間
1時間
6時間
2時間

1時間

2日間
2時間
6～7時間

内　容

アルカラの百貨店＆巨大スーパーにご案内
レアルマドリード戦またはバルセロナ戦（マドリードのチケット斡旋会社に委託）※試合により変動
マドリードのタブラオ（フラメンコを見せる所）にご案内、1ドリンク付き
レベルゼロから受け入れ可能
マドリードの学校（材料費・教材・設備利用費・水道光熱費込み）/試食を含む（飲み物付き）

サグラダ・ファミリア、グエル公園、カサ・ミラ、大聖堂、モンジュイックなど。参加人数により料金変動。
シスネロス校のスペイン人学生と立食（軽食）形式で交流を深めます。
観光客があまり訪れない地域を廻り、人気のお店やショップを訪れます。お買い物の時間も取ります。

バスをチャーターするため参加人数により決定・頭割
またはAVE（スペイン版新幹線）を利用

バスをチャーターするため参加人数により決定・頭割
またはAVE（スペイン版新幹線）を利用

JETROのマドリード事務所で日西間の貿易やスペイン経済、ビジネスについてのレクチャー
JETROの都合により開催できない場合もあります。

バスをチャーターするため参加人数により決定・頭割
またはAVE（スペイン版新幹線）を利用

アルカラ大学カルデナル・シスネロス・カレッジ短期スペイン語研修オプション一覧（一例）

○上記オプションには公共交通機関交通費・入館料・各自の飲食代やお小遣いなどが別途かかります。
○すべて日本人スタッフが同行します。※表示の情報は2013年10月1日現在のものです。
ご注意：時期やコースにより実施できないオプションがありますので、予めご了承ください。

アルカラ市内観光 世界遺産都市セゴビア観光 世界遺産都市トレド観光

マドリード半日観光 闘牛観戦 夏のフェリア案内
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