
   
 

 

セビリアのスペイン語学校 CLIC International House 

日本に居ながら、世界の仲間とスペイン語を学ぶオンラインコース 
 

CLIC International House Sevilla はアンダルシアの中⼼都市セビリアにあるスペイン語学校。充実した
教師陣による語学指導には定評があり、外国⼈対象のスペイン語コースの他、地元のスペイン⼈を対象
とした英語講座なども開講する語学の専⾨学校です。 
2020 年夏からはセビリアの校舎での対⾯授業に加え、世界各国からオンラインで参加ができるプログラ
ムを開講しています。⽇本に居ながらにして、世界の仲間と⼀緒に、優秀な教師の指導が受けられる魅⼒
的なオンライン学習です。 
<プログラムの特徴>  

・ 少⼈数編成クラスで世界各国の仲間と学びます 
・ 毎週スタート（初⼼者は指定⽇のみ）。全レベルから受講でき、週単位で期間を選ぶことができます 
・ 週 10 レッスン、20 レッスンと、受講時間数の選択が可能です 
・ オンライン授業にプラスして、オンラインの「Cultural Activity」に無料で参加ができます。（但し、

⽇本の深夜〜未明の時間帯） 
・ 授業は⽇本の⼣⽅〜夜の時間帯で受講します 
 
General Spanish 10  週 10 レッスン＝週 8.3 時間 

1 クラスの⼈数 3〜12 名 
スペイン語の受講対象レベル A1〜C1（初⼼者〜上級） 

開始⽇ 
初級以上：毎週⽉曜⽇  ※現地の祝⽇、及び 12/19〜1/3 間を除く 
初⼼者：1, 2, 7, 8 ⽉は隔週の⽉曜⽇、3~6 ⽉は毎週⽉曜⽇ 

履修期間 1 週間以上、週単位で選択 

レッスン数 週 10 レッスン（1 レッスン＝50 分） 
※同レベルが 2 名以下の場合、授業が半分となり週 5 ﾚｯｽﾝの受講となります 

レッスンの時間帯 

<⽇本時間> ※⽉〜⾦曜⽇ ※現地の祝⽇、及び 12/19〜1/3 間は休校 
16:00〜17:40 
※10/26〜3/27（冬時間）は以下の時間帯 
17:00〜18:40 

オンライン⽂化アクテビティ Cultural Activity に無料で参加可 ※但し、⽇本時間の夜中 12〜3 時頃 

授業料 

1 週間 €90（約 11,700 円） 
2 週間 €170（約 22,100 円） 
3 週間 €255（約 33,150 円） 
4 週間 €340（約 44,200 円） 

 
General Spanish 20  週 20 レッスン＝週 16.6 時間 

1 クラスの⼈数 3〜12 名 
スペイン語の受講対象レベル A1〜C1（初⼼者〜上級） 



開始⽇ 
初級以上：毎週⽉曜⽇  ※現地の祝⽇、及び 12/19〜1/3 間を除く 
初⼼者：1, 2, 7, 8 ⽉は隔週の⽉曜⽇、3~6 ⽉は毎週⽉曜⽇ 

履修期間 1 週間以上、週単位で選択 

レッスン数 週 20 レッスン（1 レッスン＝50 分） 
※同ﾚﾍﾞﾙが 2 名以下の場合、授業が半分となり週 10 ﾚｯｽﾝの受講となります 

レッスンの時間帯 

<⽇本時間> ※⽉〜⾦曜⽇※現地の祝⽇、及び 12/19〜1/3 間は休校 
16:00〜17:40、18:00〜19:40 
※10/26〜3/27（冬時間）は以下の時間帯 
17:00〜18:40、19:00〜20:40 

オンライン⽂化アクテビティ Cultural Activity に無料で参加可 ※但し、⽇本時間の夜中 12〜3 時頃 

授業料 

1 週間 €180（約 23,400 円） 
2 週間 €340（約 44,200 円） 
3 週間 €510（約 66,300 円） 
4 週間 €680（約 88,400 円） 

 

<こんな先生たちが担当します>  
Learn Spanish online with real experienced teachers.  Here’s our pool of teachers: 

 

Antonio Orta 
Antonio has a degree in Hispanic Philology and is a Doctor in Modern Languages, 

Translation and teaching of Spanish as a foreign language. He has been a teacher for 
31 years and loves to implement theatrical techniques to his Spanish classes. 

 

 
 

Piedad Cuartero 
Piedad has a degree in Hispanic Philology and a Master in Teaching Spanish as a 

Foreign Language. She has been a teacher for almost 20 years and takes advantage of 
her training as an actress to fill her classes with interpretive games. 

 
 
 
 
 

Isabel Caballero 
Isabel has a degree and a PhD in Hispanic Philology and began teaching Spanish in 

1992, during Expo’92 in Seville. Her career evolved between Germany and Spain, where 
she finally came back to teach in CLIC. She loves to teach and really enjoys her 

students. 
 

 
 
 

Alejandro Tinoco 
Alejandro has a degree in Hispanic Philology and a master’s degree in Hispanic Studies. 

He has worked as an ELE teacher for more than ten years and is responsible for the 
Spanish department at CLIC Cadiz. He is the author of class materials and above all, 

he’s a fan of gamification in Spanish classroom. 
 
 



 
 

Marta Carmona 
Marta has been a Spanish teacher for 10 years. She has a degree in Hispanic Philology 
and a Senior Tourism Technician. She has also taught Latin, world literature, Spanish, 

Latin and American literature. She loves bringing music into her classes. 
 
 
 

Adrián Moreno 
Adrián has a degree in English Philology with a Master in African American Literature. 

More than 20 years ago, he began his career as a teacher of Spanish as a Foreign 
Language at Chapel Hill University in North Carolina, USA. He loves to apply New 

Technologies in addition to Latin music and dances in the classroom. 
 

 

 

≪費⽤に含まれるもの≫ 
●授業料、教材費 ●無料で参加できる⽂化アクティビティ  
≪費⽤に含まれないもの≫ 
●参加時に使⽤するコンピュータ、またはタブレットなどの使⽤機材 ※カメラ、オーディオ、マイク機
能付きのものをご⽤意ください ●Zoom 利⽤時の通信費（wifi 環境推奨） 
 

●CLIC International House Sevilla 申し込みから受講までの流れ 

Step1. 右のQR コードまたはURLを通じて、「オンライン研修申込フォーム」に必
要事項をご⼊⼒のうえ、ご希望の開始⽇の3週間前までにUTSにご送信ください。 
https://business.form-mailer.jp/fms/1b33aae1130340 
 

Step2. 折り返し⼿続き⽤URLをメールにてお送りします。指定期⽇までに申込フォームの⼊⼒や参加
費⽤の⽀払い⼿続きを⾏ってください。 
参加費⽤はオンラインでクレジットカード決済にて直接研修実施校へお⽀払いいただきます。 
※クレジットカード決済以外の銀⾏振込や現⾦にて⽀払いを希望する場合は申込時にお申し出ください。クレジットカー
ド決済以外（銀⾏振込・現⾦払い等）でのお⽀払いの場合、参加費⽤の他に⼿続料12,000円が別途かかります。 
申込フォームの送信、及び参加費⽤のお⽀払いを持って正式なお申込みとなります。正式申し込み後の
変更、お取消しは以下の通りの取消料がかかります。 
 

●取消料： コース開始の18日間前まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料 

コース開始の17日間前以降・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加費用の100％（全額） 
 

Step3. 研修実施校よりお申込時にご記⼊いただいたメールアドレスまで今後の研修の流れなどが順次
届きます。 
 

●その他：参加者様のパソコン端末やインターネット環境に起因する問題で、本研修を受講できない場合には弊社では対
応ができません。予めご了承の程、お願い致します。 
 
■問い合わせ先 
株式会社ユーティエス UTS 国際教育センター   

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-12-15 日本薬学会長井記念館ビル 1 階 

TEL： 03-6418-0711   E-mail： tabigaku@uts-japan.co.jp   https://www.uts-japan.co.jp 

≪営業時間≫ 月～金曜日 9：00-17：00  ※土・日曜日、祝日は休みをいただいております 


