
IELE へようこそ・・・    Bienvenido/a a IELE… 

 
 

スペイン語は国際的なコミュニケーションの手段として世界で２番目の言語であり、

政治・経済・文化では３番目の言語である上、４億人が第一言語として使用しており

、使用人口においては４番目の言語です。スペイン語が話せれば何百万人もの人々と

コミュニケ－ションすることが可能なのです。 

私達は何年にもわたる経験によって、それぞれの人に対応した教育プログラム 

を創り出すことが出来ました。私達の学生の半数以上が昔ここで学んだ学生によってI

ELEのことを知り、彼らのうちの多くはまた私達を訪れてくれること、それは私達に

とって最も誇らしく感じることの１つであります。深い満足感を感じるのです。 

IELEはあらゆる文化に対して開放されており、授業には、国籍や宗教や人種がそれぞ

れ異なる生徒がやって来ます。 

 

もしプロフェッショナルでフレンドリ－な先生と一緒に、あたたかく親しみやすい雰

囲気の中でスペイン語を学びたいのなら、IELEはまさにその通りの学校です。私達は

あなたのスペイン滞在が楽しくエキゾチックなものになるよう、最大限の努力をしま

す。 

ようこそ。そしてIELEを信頼して下さってありがとうございます。 

 

マカレナ・イダルゴ 

学校長・創立者 

 

私達とは？   ¿Quiénes somos? 

 
EL Instituto de Estudios de la Lengua Española (IELE) 

は外国語としてのスペイン語を教えることだけに専念した私立学校である上に、希望

する学生には宿泊先探しのお手伝いもします。文化活動や娯楽活動も盛んに計画・提

案しています。IELEは、先生、企業、すでにグル－プを組んでやって来る人々、そし

て一般的にはそれぞれの理由でスペイン語とスペイン文化を学ぶことに興味を持って

いる人々全て、そういったあらゆる学生層のためにバラエティ豊かな授業コ－スを提

供しています。IELEはだいたい中くらいの規模の学校でありとても人間的で、各人に

合わせた、親しみやすく、かつ質の高い教育法で他の語学学校とは違うのです。 

IELEはASELE（外国語としてのスペイン語教育協会）の一員であり、アンダルシア政

府とC.E.A.（アンダルシア企業連合）の協力を受けています。 

 

場所    Situación 
学校はセビリヤの中心部そのものに位置しており、街の最も典型的かつ賑わいのある

場所にあると同時に、大聖堂からは50メ－トル、市庁舎からは２００メ－トルのとこ

ろにあります。学校の建物は１９世紀様式の典型的なセビリヤ家屋なのですが、完全

にモダンなものに作り変え、質の高い教育の提供を可能にするために必要な設備を備

えています。 

 

学校案内     Descripción del centro 

IELEは典型的なセビリヤ家屋の中にあり、次のような施設を備えています。 

 

－広くて明るい受付・管理課ホ－ル 



－新しく機能的な設備を完全に整えた７つの教室 

－図書・資料室 

－無料インタ－ネット室 

－ミ－ティングや生徒同士や先生とのふれあいの場である１５０平方メ－         

  トルのテラスからはヒラルダの塔がよく見えます。 

 

生徒数とそのタイプ       Capacidad y tipos de alumnos 

IELEは一度に最大６０人の学生を迎え入れることが出来ます。学生の多くは、ヨ－ロ

ッパ、アメリカ、日本、オ－ストラリア、ブラジル国籍です。 

あらゆる年齢層でそれぞれ違った職業を持ち、多様に異なった文化の学生と、IELEが

誇るあたたかく親しみやすい雰囲気の中でふれあうことが出来るでしょう。 

学生の平均年齢は２０歳から３０歳です。先生の家での授業コ－スと、引率の方がい

る、すでに構成された学校のグル－プのコ－スは最低年齢が１４歳ですが、それ以外

の授業コ－スは１６歳以上であることが必要です。 

IELEには年齢制限がないのです。 

 

教育       La enseñanza     
私達の基本的な教育目的は、学生の滞在期間がどんなものであろうと、それぞれにス

ペイン語の知識を最大限に提供することにあります。効果的で楽しい授業を提供して

いるのです。確実にあなたに最も合うように、そしてあなたが選んだときに学んでも

らえるように、多様な授業コ－スとたくさんの授業開始日を用意しています。 

 

先生   Los profesores 

IELEの先生は全員ネイティブスピ－カ－であり、資格を持っていると同時に、非常に

質が高く、それぞれの経験と動機によって選ばれた先生なのです。常に相談にのりま

すし、あなたが必要とするときにはいつでもお手伝いさせて頂きます。 

通常、１つのコ－ス中にいろいろな先生に教わることになりますが、それはいろいろ

な先生と接してもらい、学習に対する興味と動機を生徒に持ち続けてもらうためなの

です。 

 

教授法    Método didáctico 
私達の教授法であれば、スペイン語は簡単にそして自然に身に付けられます。 

教育学のチ－ムによって作り上げられた教材や、従来からの方法、そして真の教材で

あるビデオやオ－ディオ機器をIELEでは使用しています。 

どの方法も、初心者、中級者、上級者、最上級者という４レベルに合うように出来て

います。 

 

授業コ－ス構成   Organización de los cursos 
     １ 最初のレベルテスト 

     ２ 均質のグル－プ構成 

     ３ １グル－プにつき最大で生徒数は８人 

 

 

授業時間   Horario habitual 
コ－スの種類によりますが、通常は１０時から１３時３０分までで、途中に３０分の

休憩が入ります。 



午後には通常、文化活動やオプショナル活動が行われます。 

 

あなたのスペイン語レベル   Su nivel 
IELEにやって来たらまず、筆記テストと先生との口述テストがありますが、これはあ

なたに一番良いクラスとあなたのスペイン語レベルを決めるのに役立つものです。 

IELEでは、初心者、中級者、上級者、最上級者、とレベルが４つに分けられています

。常に同じ能力の生徒同士で、各クラスごと最大でも８人の生徒と学ぶようになって

います。 

 

証明書   Certificado 
コ－スの終わりには参加証明書を差し上げています。あなたの学んだコ－ス、出席状

況、進歩具合、そして到達したスペイン語のレベルについて詳細かつ完全に記される

ものです。 

 

私達の授業コ－ス   Nuestros cursos 

 
IELEは学生それぞれの必要に応じるように、年間を通じて完全な授業コ－ス水準を提

供しています。コ－スは１週間から１年まで選べます。値段、日程、一般条件に関し

てはこの資料の最後にある値段リストをご覧下さい。 

授業コ－スは以下のように11種類あります： 

 

A 一般コ－ス    

目的：スペインの理解・口頭表現・筆記を向上させること。日常生活での場面をシュ

ミレ－ションしてコミュニケ－ションを身に付ける。 

最小コ－ス期間：２週間 

１週間の授業数：毎日3授業（午前もしくは午後）で週に15授業。 

日程：１年中 

レベル：初心者、中級者、上級者、最上級者。 

 

B 集中コ－ス  

目的：授業数以外は一般コ－スと同様。 

最小コ－ス期間：２週間 

１週間の授業数：毎日4授業（午前もしくは午後）で週に２0授業。 

日程：１年中 

レベル：初心者、中級者、上級者、最上級者。 

 

C ビジネススペイン語コ－ス  

目的：ビジネスの世界でコミュニケ－ションを取れるようなスペイン語の理解・口頭

表現・筆記を身に付ける。 

最小コ－ス期間：２週間 

１週間の授業数：毎日4授業（午前もしくは午後）で、一般コ－スを週に15授業＋ビジ

ネススペイン語を週に５授業。 

日程：１年中 

レベル：中級者、上級者、最上級者。 

 

 



D用コ－ス DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) 

目的：DELEの各試験（A1,A2,1,B2,C1,C2）合格に必要な理論・実践のレベルに到達

する。 

最小コ－ス期間：２週間 

１週間の授業数：毎日4授業（午前もしくは午後）で、一般コ－スを週に15授業＋試験

準備用授業を週に５授業。 

日程：１年中 

レベル：中級者、上級者、最上級者。 
 

E 会話と文法復習のコ－ス 

目的：スペイン語会話での流暢さと正確さを身に付ける。 

最小コ－ス期間：２週間 

１週間の授業数：毎日１1/2授業（午前もしくは午後）で週に7 1/2授業。 

日程：１年中 

レベル：中級者、上級者、最上級者。 

記：文法はすでに高いレベルだけど実践する機会があまりなかった方にお勧めします

。 

少しだけ文法を復習すると同時に、スペイン社会と一般的なヒスパニック社会の現在

をテ－マにして補足もします。このコ－スは他のコ－スと組み合わせることが出来ま

す。 

 

F 文化と文明コ－ス 

目的：スペインかつヒスパニック世界の文化・文明の優れた点（特に歴史、芸術、経

済、民間伝承、慣習）を理解する。 

最小コ－ス期間：２週間 

１週間の授業数：毎日１1/2授業（午前もしくは午後）で週に7 1/2授業。 

日程：１年中 

レベル：中級者、上級者、最上級者。 

このコ－スも他のコ－スと組み合わせることをお勧めします。 

 

G ON-LINE 個人授業 

目的：生徒の要望による。 

記：個人レッスンを希望する方、あるいは既存のコ－ス時間ではスケジュ－ルに合わ

なくて出席出来ない方向けです。このコ－スでは、授業のレベル、内容、時間を決め

るのは学生本人です。 

日程：毎週月曜日 

この個人レッスンは常に他のコ－スの補足とすることも可能です。 

 

H 先生の家での授業コ－ス 

目的：先生の家に住んでスペイン生活に完全に浸かりながら全てを学ぶ。限られた時

間で一般的そして特定のスペイン語能力を身に付ける。身近で今日のスペインの文化

と現実を発見する。 

最小コ－ス期間：１週間 

１週間の授業数：毎日午前中に3授業で週に15授業。もっと授業数が必要な場合は増や

すことも可能ですが、授業数に応じて料金が上がります。 

日程：１年中 



レベル：初心者、中級者、上級者、最上級者。 

記：もっと個人的な追求を求める方なら大人でも子供でもどうそ。 

先生と一緒に活動プログラムに参加し、週末は遠足や見学に出かけます。 

料金に含まれているもの：送迎費、授業料、教材、活動費、先生の家での１人部屋で

３食付きの宿泊費。 

 

I フラメンコ＋スペイン語コ－ス 

IELEは、フラメンコ界で最も代表的なバイラオ－ラのうちの１人との、そして、アン

ダルシア政府文化協議会との協力を結び、スペイン語のコ－スと組み合わせたフラメ

ンコのコ－スを行っています。 

目的：フラメンコとスペイン語を同時に学ぶ。 

最小コ－ス期間：4週間 

１週間のスペイン語授業数：毎日午前中に3授業で週に15授業。 

１週間のフラメンコ授業数：選ぶコ－スのレベルとタイプによる。 

日程：１年中 

レベル：初心者、中級者、上級者、最上級者。 

どんなタイプのフラメンコのコ－スを選んだにせよ、スペイン語の授業は必ず週に15

授業あります。 

 

J 個人授業 

目的：生徒の要望による。 

記：個人レッスンを希望する方、あるいは既存のコ－ス時間ではスケジュ－ルに合わ

なくて出席出来ない方向けです。このコ－スでは、授業のレベル、内容、時間を決め

るのは学生本人です。 

日程：毎週月曜日 

この個人レッスンは常に他のコ－スの補足とすることも可能です。 

 

K（学校や企業などで）すでに構成されたグル－プのためのコ－ス 

記：このコ－スは、短期間の滞在で引率の方がついている学校のグル－プや、大学、

企業、家族、特定の教育プログラムの学生など、それぞれ前もって作られたグル－プ

に応じて計画されます。 

内容：グル－プそれぞれの要望に応じてコ－スを作成します。文化、スポ－ツ、観光

活動もグル－プの必要・提案に応じます。 

日程：１年中 

このコ－スに関しては事前に連絡を下さい。その上で料金、日程、時間や具体的な内

容を決めることが出来ます。 

 

宿泊   Alojamiento 

 
IELEは学生それぞれの要望に最適な宿泊タイプを用意しています。 

宿泊探しと予約はオプショナルであり、手続きにかかる追加料金が必要となります。

宿泊の予約は申し込み書の到着順に行われます。 

 

到着お迎えサ－ビス    

Servicio de recogida a su llegada 

 



スペインに到着した学生を迎えに行くことは全くもって可能です。IELEでは、セビリ

ヤはもちろんマラガでも、空港あるいは駅へお迎えに行き、宿泊先までお送りするサ

－ビスを行っています。これは追加料金が必要なオプショナルサ－ビスです。このサ

－ビスを申し込む場合は、迎えに行った人があなたのことを見分けられるように、最

近撮った写真を送って下さい。 

 

１．ホ－ムステイ 

ホ－ムステイ先の家庭はIELEが注意深く選んでいます。清潔さ、快適さ、そして友好

的な雰囲気、家庭での待遇を考慮して選びます。ほとんどの家は学校から徒歩ですぐ

行ける範囲にありますが、学校までバスを利用しなければならない場所にある場合も

あります。 

２食付き（朝食と昼食）か３食付き（朝食・昼食・夕食）かどちらか選択でき、部屋

は通常個室が与えられますが、もし学生が友人と一緒の部屋を希望する場合は相部屋

にすることも可能です。 

また、家庭に関しては、子供の有無、ペットの有無、喫煙禁煙も選べます。 

もし、最初の３日間以内で、ホ－ムステイ先の家庭に満足しない場合は、他の家庭に

変更することも可能です。 

 

２．スペイン人とのピソ同居 

ここでいうスペイン人は、学生もしくは社会人で、複数のスペイン人同士で住んでい

るか、ときには他の外国人とともに住んでいる場合もあります。 

ピソには当然キッチンや他に家庭に必要な設備が全部整っており、常に個室が与えら

れますが、学生が自分の友人と部屋を共有することを望めばそれも可能です。 

この宿泊タイプは独立して暮らせると同時に、スペイン人とのふれあいがあります。  

 

３．アパ－トでの一人暮らし 

アパ－トは１人もしくは２人向けで、キッチンとバスル－ム付きであり、街の中心部

に位置します。２つのタイプから選ぶことができ、料金は選んだアパ－トのサ－ビス

の提供度合や広さによって変わります。 

あなたがもっと独立した暮らしをしたい場合、もしくは学校に参加しない友人などと

一緒に住みたい場合は、このタイプが理想的です。 

 

活動   Actividades 

 

セビリヤそしてアンダルシアではたくさんのことが提供出来ます。IELEはそれらを見

つけ、楽しむためのお手伝いをします。 

活動には以下の2タイプあります： 

 

a）全てのコ－スで無料の活動 

－毎週開催の文化交流パ－ティ－。あらゆる世界の人々と知り合える絶好の機会！ 

－スペイン人との交流会。この会で個人的にインテルカンビオを見つけることも出来

るでしょう。 

－図書室：スペイン語の本や出版物を無料で閲覧し、借りることが出来ます。 

 

b）どのコ－スにも含まれていない有料の活動 



たとえばギタ－の授業のような１時間の活動から週末から、週末の遠足までいろいろ

あります。費用や時間帯しだいで選ぶことが出来ますが、料金は前払いでお願いしま

す。このコ－スの例：フラメンコタブラオでの一晩、闘牛、サイクリング、グアダル

ギビ－ル河でのクル－ジング、コルドバ、グラナダ、モロッコ、ポルトガルへの遠足

、ビ－チ、料理教室。 

もし独自で旅行したい場合は、私達はいつでも喜んで旅の予定を組むお手伝いをしま

す。旅する場所や方法、レンタカ－、宿泊などに関しての熟練したアドバイスは無料

で提供されます。 

セビリヤとその周辺はスポ－ツをするのにも非常に適しています。 

ビ－チにはセビリヤから１時間かからずに行けます。 

 

IELEのその他のサ－ビス    

Otros servicios ofrecidos por IELE 

 
IELEは授業コ－スの他に、あなたのセビリヤ滞在をスム－ズにするための他のサ－ビ

スも提供しています。 

 

宿泊手続き   Gestión del alojamiento 
60ユ－ロの追加料金がかかります。IELEは学生の要望に最も適した宿泊タイプを見つ

けるお手伝いをします。コ－スによっては、すでにこのサ－ビスがコ－ス料金に含ま

れているものもあります。（シニアコ－ス、若者向けサマ－コ－ス、先生の家での授

業コ－ス） 

 

カルチャ－・自由時間活動    

Actividades culturales y de tiempo libre      

IELEでは学生の教育の一環として、娯楽活動プログラムを提供しています。このサ-

ビスは選択したコ－スによって、コ－ス料金に含まれている場合と含まれていない場

合があります。 

 

送迎サ－ビス   Recogida del estudiante cuando llega 

IELEでは、希望する学生には、空港または駅まで迎えに行き宿泊先まで送り届けるサ

－ビス、あるいは逆に宿泊先から空港（駅）まで送って行くサ－ビスがあります。こ

のサ－ビスの料金は、セビリヤ（空港か駅）－宿泊先の往復で片道で45ユ－ロ。サマ

－コ－スと先生の家での授業コ－スではこの料金はコ－スに含まれています。 

 

無料インタ－ネットサ－ビス    

Servicio uso de internet gratuito (Wireless) 
IELEには学生が無料でインタ－ネットにアクセス出来るパソコンが何台かあります。

日本語も読み書き可能です。 

 

個人的ヘルプサ－ビス    

Servicio de ayuda personalizada al estudiante 

IELEでは学生の個人的な手助けをするサ－ビスを提供しており、以下の通りです： 

１．アドバイス 

２．ビザや学生居住証取得に関するヘルプと行政上の手続き 

３．２４時間オ－プンの電話ライン 



４．セビリヤ及びアンダルシアの文化、スポ－ツ、娯楽活動に 

    関する最新情報 

 

 

 

セビリヤとは芸術であり、歴史であり、文化なのです      

Sevilla es arte, historia y cultura 

 
 

セビリヤへの旅   El viaje a Sevilla  
セビリヤはスペインの南東にあり、アンダルシア自治体で、太陽とフォ－クロア、人

々の親切さ、闘牛、ワインで有名である上に、新しい世紀の文化、技術進歩、手つか

ずの自然、先端を行く都市計画、世界的な平原やビ－チでも知られています。ポルト

ガルやモロッコからはたった１時間しかかかりませんし、コルドバやグラナダという

伝説的な都市から近く、歴史的で素晴らしい村がいくつも周辺にあります。 

AVE（Tren de Alta 

Velocidad）に乗ればマドリ－ドから３時間かかりませんし、マラガ国際空港からは２

時間です。国際空港はセビリヤにもあります。 

 

セビリヤとは光であり、色彩であり、喜びなのです。勉強が喜びになる街です。人口

は約８０万人で、スペイン南部の真の主要都市なのです。セビリヤは１９９２年の世

界万博のおかげで、根本的に都市化されて近年有名になっています。現代的な都市に

するためのインフラが進み、新しい世紀の大きな挑戦へと立ち向かう準備がされてき

ています。しかし一方では、スペイン文化に最も根付いた伝統を保護する役割を保っ

ていることでも知られています。セビリヤの名高いモニュメント（大聖堂、ヒラルダ

の塔、黄金の塔、そしてアルカサル）はそれを証明するものです。有名なお祭り（セ

マナ・サンタとフェリア）は旅人を驚かせかつ惹きつけてやまない、この街の生活を

活気づけ続けています。セビリヤでの生活は本当の意味で何か特別なものであり、セ

ビリヤの人々はそれを‘el 

duende＝魔力’と呼ぶのです。活気と気候の良さは永遠に続き、昼も夜も人々は生き

生きしています。食べ物もおいしく、‘タパスル－ト’をいったん始めると、皆、味覚

とオリジナリティに満ちた料理を味わうため、‘バルからバルへと’次々にはしごして

しまうのがもはや慣習となっています。 

 

また、セビリヤには７万人以上の学生が在籍する２つの大学、一流の催し物やコンサ

－トが行われる劇場、フラメンコタブラオ、映画館もあり、そして世界的に最も名高

いもののうちの１つである闘牛場（レアル・マエストランサ）もあります。セビリヤ

では、近代と伝統が未来に向かって共に歩んでいるのです。 

 

 

どうやってセビリヤに着くのでしょうか？   

¿Cómo llegar a Sevilla? 

 
 

セビリヤは交通の便が良く、どこからでも簡単にやって来ることが出来ます。 

 



サン・パブロ国際空港 ヨ－ロッパの多数の都市からの定期便が運航 

住所：Autopista de San Pablo, s/n  電話：９５４４４９０００ 

サンタ・フスタ鉄道（RENFE）駅   www.iberia.es 

住所：Avda. Kansas City, s/n        電話：９０２２４０２０２ 

バスの駅       www.renfe.es 

プラド・デ・サン・セバスチャン 

住所：Prado de San Sebastián, s/n  電話：９５４４１７１１１ 

プラサ・デ・アルマス 

住所：Plaza de Armas, s/n          電話：９５４９０８０４０ 

 

 

 

質問と回答   Preguntas y respuestas 

 
 

どうやってコ－ス申し込みをするのでしょうか？  

¿Cómo me matriculo？ 

 

申し込み用紙をもれなく記入しサインをしてから、郵便、Eメ－ル、またはファック

スで出来るだけ早くIELEまで送って下さい。期日ぎりぎりで余裕がなくとも、場合に

よっては、コ－スに空きさえあれば、電話で予約を受け付けることも可能です。 

 

－申し込み書と一緒に、コ－ス予約のための前払い金として１5０ユ－ロとその支払い

証明書を送って下さい。学生ビザ申請のために宿泊先の詳細情報も記してある学校の

受け入れ証明書が必要な学生は、IELEが受け入れ証明書を送る前にコ－ス料金を支払

わなければなりません。もし大使館がビザ発行を拒否した場合は、その証明書として

大使館の決定を記した文書をファックスでIELEまで送ってくれれば、支払った料金は

全額お返しします。 

コ－ス支払い済みの学生が、大使館のビザ発行拒否以外の個人的な理由で、予定した

日に学校に来れない、もしくはコ－スをキャンセルしなければならない場合は、支払

ったお金をお返しするために、ビザ申請のために送った受け入れ証明書のオリジナル

が必要となります。受け入れ証明書がこちらに届きしだい、お金をお返しします。受

け入れ証明書が届かない場合、あるいは違う期日でコ－スを受けたい場合は、コ－ス

開始日をもっと後に変更して授業を受けることも可能です。 

－IELEは申し込み書と１5０ユ－ロを受け取りしだい、コ－ス登録証明書を送ると同

時に、残りの支払い金額の合計（もし申し込んだ場合には、宿泊や送迎の追加料金も

含んだ金額になります）をお知らせします。この証明書は学生ビザを必要とする場合

にはその申請に使えます。また、イミグレ－ションを通る際に必要となりますので、

スペインに来るときには必ず所持するようにして下さい。 

 

支払い金の残りは居住している国からも払えますし、あるいは学校に到着したときに

払うことも出来ます。 

 

どうやってコ－ス料金を支払うのでしょうか？    

¿Cómo pago mi curso? 
 



3つ方法があります： 

A）居住国から支払う場合、以下の選択が可能です： 

１．クレジットカ－ド払い  

２．Paypal: https://www.paypal.me/IELESpanishCourses 

３．銀行振込    

     振込先：Banco Santander   

     住所 Avda. de la Constitución 12-14,  41001 Sevilla （España） 

     口座：Swift BSCHESMM  ES53 0075 0327 0206 0117 0971  

      受取人：IELE 
                       

B）IELEにて支払う場合、以下の選択が可能です： 

  １．現金払い 

  ２．クレジットカ－ド払い（ビザ、ユ－ロカ－ド、マスタ－カ－ド） 

 

個人の小切手もトラベラ－ズチェックも受け付けていません。 

 

＊居住国で支払いをした場合には、IELEでのコ－ス開始の際に、支払いに関係

する書類を全部持ってくるようにして下さい。 

 

 

どうやって宿泊費を支払うのでしょうか？ 

¿Cómo pago mi alojamiento? 
滞在先の支払いは直接は直接ホIELE。滞在開始日から3日以内に現金にてお支払い願

います。4週間以上滞在される場合は、4週間ごとにお支払いいただくことが可能です

。 

 

宿泊先を変更する場合は、変更するまでに宿泊した日数分の料金に比例する金額をお

支払い下さい。 

 

受付   Recepción 
コ－ス登録証明書を送る際に、授業開始初日には何時に学校に来たらいいかをお知ら

せします。 

受付にやってきたら、あなたのスペイン語レベルを決めるために先生との面接があり

ます。 

また、まだ支払いをしていない場合は、そこで支払いを済ませて頂きます。 

ようこそ。授業とセビリヤ滞在を楽しんで下さい！ 

 

https://www.paypal.me/IELESpanishCourses


一般条件 

Condiciones Generales 

 
 
入学許可：IELEのコ－スに申し込むために必要な最低年齢は１４歳です。年齢の上限はありません。 

 

申し込み：申し込み書にもれなく正確に記入し、サインしてIELEまで送らなければなりません。IELEは

申し込み書を受け取ると、確認書を申し込み者に送ります。それを受け取ったら今度は、最終的なコ－

ス予約のために１5０ユ－ロをIELEに送らなければなりません。予約金として１5０ユ－ロをIELEが受け

取りしだい、学生に最終確認書を送ります。 

ビザ申請のために受け入れ証明書が必要な学生は、IELEが受け入れ証明書を送る前にコ－ス料金全額を

支払わなければなりません。銀行振込で支払った場合は、支払い受領証のコピ－をIELEに送って下さい

。 

 

コ－スの支払い：‘質問と回答’のところをご覧下さい。 

 

宿泊 : 

オプショナルであり、申し込む場合は、どんな宿泊タイプであっても、手続き費用として１人につき50

ユ－ロの追加料金が必要です。予約と宿泊先の住所は遅くともコ－ス開始１０日前までに学生に知らさ

れます。宿泊先は数が限られているので、必ず申込書の到着順に予約されます。先生の家での授業コ－

ス以外は、宿泊料金はコ－ス料金には含まれていません。ビザの申請が必要な学生には、受け入れ書と

一緒に宿泊先の住所を送るようにします。 

 

料金 : 

教材費は全てのコ－スで料金に含まれています。DELEや商工会議所のような公式試験のための準備のコ

－スに、試験申し込み料は含まれていません。オプショナル活動（遠足など）の料金はコ－ス料金には

含まれていません。 

 

保険：いろいろな学校活動の間、生徒に保険はかけられていません。あらゆる危険をカバ－する保険に

個人で加入することをお勧めします。IELEはいかなる損失あるいは損害に関しても全く責任を持ち得ま

せん。 

 

送迎：このサ－ビスに申し込む場合は、迎えの者があなたを識別出来るよう、ご自分の最近の写真が必

要になります。 

 

キャンセル：学校の経営陣は、コ－スの生徒数が足りない場合、そのコ－スをキャンセルする権利を有

します。この場合は、そのコ－スを申し込んだ学生が支払った全金額が払い戻しされます。 

学生側がキャンセルする場合は必ず書面にてお知らせ下さい。 

－コ－ス開始日から１５日前までにキャンセルした場合、全額払い戻しされます。 

－コ－ス開始日から１５日以内にキャンセルした場合、登録金としての１5０ユ－ロ以外は全額払い戻し

されます。もしくは払い戻しせずに、支払ったお金で、その年以内であれば、他の日程かつ他のコ－ス

に変更して授業を受けることも可能です。 

－コ－ス開始日にキャンセルした場合は、キャンセルの理由がいかなるものであっても、払い戻しの要

求は出来ません。 

－ビザ申請のために宿泊先のデ－タと受け入れ証明書を受け取り、コ－ス料金全額を支払った学生が、

大使館にビザ発行を拒否された場合、料金は全額お返しします。この場合、大使館のビザ発行拒否理由

を述べた文書のコピ－をIELEまで送る必要があります。個人的な理由でコ－スをキャンセルする学生の

場合でも同様に全額お返ししますが、先に、ビザ申請のためにIELEが送った受け入れ証明書のオリジナ

ルをこちらに送って下さい。IELEがこのオリジナルを受け取らない限り、いかなる払い戻しも出来ませ

ん。 

 

祝日：祝日＊には授業はありませんが、その休み分の授業の埋め合わせはありません。 

 


