日本語でのご案内
この度は、当校にご興味をお持ちいただき誠にありがとうございます。こちらのページ
では当校ウェブページでご説明させていただいている内容を日本語でご案内いたしてお
ります。ぜひご活用ください。
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ファルコンについて
Escuela Falcon (エスクエラ・ファルコン)は、メキシコ・グアナファトの中心で、1988
年から多くの生徒にスペイン語と英語を教えてきました。Falcon の最大の魅力の一つ
は、すべてのクラスが少人数制の集中講座という点です。年齢問わず、すべての生徒の
皆さまの学習ゴールに合わせたクラス内容とスケジュールで、長年の経験を積んだ講師
陣が全力で皆さまのスペイン語上達をサポートいたします。生徒の皆さまには、20 以
上あるクラスの中からお好きなクラスをご自由に選んでいただけます。また、皆で映画
を見たりカフェに行ったりと、毎日楽しみながらスペイン語を学んでいただけるイベン
トも多数開催いたしております。

ファルコンで学ぶ理由
1. 生徒の皆さまお一人おひとりに合わせたスケジュール
皆さまの学習ゴールに合わせて、当校での学習期間やクラス数などお選び頂けます。毎
週受講するクラスを変更することができるので、スペイン語で幅広い知識が身につきま
す。
2. 経験豊富な講師との少人数制授業
確実にスペイン語を上達していただけるよう、すべてのクラスが最大 5 人の少人数制で
行われます。長年の経験を持ち様々な専門分野に長けた講師陣と、皆さまの必要なスキ
ルを集中的に上げていきます。
3. 楽しいイベントとアクティビティ
学びは教室の中のみにとどまりません！隣町への小旅行、La Bufa へのハイキング、
León でのサッカー観戦、博物館ツアーやフェスティバルへの参加など、様々な人気イ
ベントを毎日ご用意いたしております。講師や他の生徒と楽しみながらメキシコ文化を
学べるので、友達もたくさん作ることができ思い出の旅になること間違いなしです！
4. 滞在先もご用意します！
初めての国での安心な住まい探しはなかなか大変...という方も、ご心配要りません。フ
ァルコンでは、信頼できるホームステイ先やアパートメントなど、様々な滞在オプショ
ンをご用意し、安心安全で心地のいいグアナファト生活をサポートさせていただきま
す。その他にも、空港への送り迎えやベビーシッターサービスの提供もいたしておりま
す。
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開講コース（授業一覧）
すべてのレベルの方向け
-

文法
コミュニケーションと単語
サルサダンス
メキシコ料理
発音と語法
絵画

中級レベルの方向け
-

読解力
聴解力・リスニング
メキシコの文化
メキシコの音楽
メキシコの伝説
メキシコの絵画とミューラル壁画
医療用語

上級レベルの方向け
-

古代芸術
経営と経済
メキシコの先住民
メキシコの歴史
ラテンアメリカ文学
メキシコの政治
ラテン映画
論文(エッセイ)
法律用語

お子様向け
-

単語と文法
一緒に踊ろう！メキシコ音楽とダ
ンス
メキシコの芸術と文化
おいしい！メキシコ料理教室
メキシコの伝説と物語
スペイン語の映画
文化を学ぶフィールドトリップ
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授業は、皆さまのスペイン語の学習目標
に合わせて、グループレッスン・プライ
ベートレッスンの２タイプからお選び頂
けます。
• グループレッスン（午前 9 時〜午後
12 時半）は、共にスペイン語を学ぶ
生徒さんと出会う絶好の機会！１ク
ラス 5 人以内の少人数制で、会話を
楽しみながらスペイン語を上達させ
ることができます。
• プライベートレッスン（午後 1 時半
〜7 時）では、講師陣が生徒お一人
ひとりのゴールに合わせて、一対一
で集中的にスペイン語のレベルアッ
プをサポートいたします。
グループ・プライベートレッスンの両方
を合わせて受講することも可能ですの
で、２タイプのレッスンのいいとこどり
も出来ちゃいます！

スカイプレッスン
ファルコンで学びたいけど、現地まで行
く暇もない…、または、ファルコンを卒
業した後もスペイン語力を維持したい！
そんな方には、スカイプでのレッスンも
ご用意いたしております。月曜から金曜
までの午前 9 時から午後 7 時までの間で
皆様のご希望の時間をお選びいただき、
スケジュールを組ませていただきます。
スペイン語のネイティブスピーカーとの
一対一の授業なので、皆様のお好きなペ
ースでスペイン語学習が可能です。過去
にファルコンでの受講経験をお持ちの場
合、お好きな講師を選んでいただくこと
もでき、また、最初の１時間を無料で受
講いただけます。他校のスカイプレッス
ンと比べますとお安い価格での授業提供
をいたしておりますので、ぜひご利用く
ださいませ。
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クラス料金

ホームステイ料金

グループレッスンの場合
１日１クラス 週 46 ドル（約 5,100 円）
２クラス 週 76 ドル（約 8,400 円）
３クラス 週 106 ドル（約 11,700 円）
４クラス 週 126 ドル（約 14,000 円）
５クラス 週 146 ドル（約 16,200 円）
６クラス 週 161 ドル（約 17,800 円）

一人部屋・専用バスルーム
（食事なし）
おひとり様一泊 25 ドル（約 2,800 円）
（１日１食付き）
おひとり様一泊 27 ドル（約 3,000 円）
（１日２食付き）
おひとり様一泊 29 ドル（約 3,200 円）
（１日３食付き）
おひとり様一泊 31 ドル（約 3,400 円）

プライベートレッスンの場合
１日１クラス 週 81 ドル（約 9,000 円）
２クラス 週 151 ドル（約 16,700 円）
３クラス 週 221 ドル（約 24,500 円）
４クラス 週 291 ドル（約 32,300 円）
５クラス 週 361 ドル（約 40,000 円）
６クラス 週 431 ドル（約 47,800 円）
スカイプレッスンの場合
５時間
70 ドル（毎時 14 ドル）1
１０時間 130 ドル（毎時 13 ドル）
２０時間 220 ドル（毎時 11 ドル）
４０時間 360 ドル（毎時 9 ドル）
お子様向けのスカイプレッスンの場合
５時間
65 ドル（毎時 13 ドル）
１０時間 120 ドル（毎時 12 ドル）
２０時間 195 ドル（毎時 9.75 ドル）
４０時間 320 ドル（毎時 8 ドル）
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シェアルーム・共同バスルーム
（食事なし）
おひとり様一泊 20 ドル（約 2,200 円）
（１日１食付き）
おひとり様一泊 22 ドル（約 2,400 円）
（１日２食付き）
おひとり様一泊 23 ドル（約 2,500 円）
（１日３食付き）
おひとり様一泊 24 ドル（約 2,700 円）

※2018 年 7 月現在の為替レート（１ドルあ
たり約 111 円）での換算す。
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滞在先オプション
ホームステイ

アパートメント

安心安全で信頼できるホームステイ先をご
用意いたしております。ホームステイご希
望の皆様は下記の方法でお申し込みくださ
い。

ファルコンのスタッフがすべてのアパート
メントを事前に訪れ、生徒の皆様に安心し
てステイしていただける滞在先として認可
しております。すべて徒歩圏内となってお
りますので当校へのアクセスも簡単です。
（価格は時期によって変動する場合がござ
います。）

1. ホームステイ希望の旨をしるしたメール
を info@escuelafalcon.com まで送ってい
ただいた後（スペイン語または英語）、
ホームステイオプションを掲載したウェ
ブページへのパスワードをお送りいたし
ます。こちらのページでパスワードをご
入力ください。
http://escuelafalcon.com/accommodations/h
omestays/
2. 滞在費とホストファミリーの説明をお読
みいただき、希望したいホストファミリ
ーを３つ選んでください。
3. ご希望のホストファミリーと滞在期間を
info@escuelafalcon.com までお知らせく
ださい。ホストファミリーの受け入れ可
能な日程を確認し、再度当校からご連絡
させていただきます。

オプション１：Casa del Perro
滞在費
月 375 ドル（約 41,400 円）
週 125 ドル（約 13,800 円）
日 25 ドル（約 2,760 円）
説明
こちらのアパートは、近年改築された大き
な民家です。ファルコンとダウンタウンか
らとても近いためアクセス楽々。共同キッ
チン、リビング、ゲームルーム、テラス、
洗濯機・衣類乾燥機、浴室付の４部屋を備
えた安心で快適な住まいです。
オススメポイント
洗濯機・衣類乾燥機がついた住まいはメキ
シコではとても珍しいため、ご自分で洗濯
したいという方にはぴったりのアパートで
す。
所在地
Maxiamora Plaza というかわいい小さな広場
から徒歩１〜2 分、またファルコンからは
徒歩 30 秒でアクセス抜群のアパートです。
インターネットの有無
有り

（オプション 1:Casa del Perro）
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タクシーでのアクセス
小道沿いのアパートのため、徒歩 1〜2 分離
れた通りからタクシーに乗ることができま
す。
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オプション２：Villaseñor Apartment
滞在費
月 350 ドル（約 38,660 円）
説明
各部屋は、共同キッチンとリビングルーム
を備えた２つの個室からなっております。
フルサイズベッドもしくはツインサイズベ
ッド、そして専用バスルームもついており
ます。
所在地
ファルコンから徒歩 15~20 分
インターネットの有無
有り
タクシーでのアクセス
小道沿いのアパートのため、徒歩 1 分離れ
た場所からタクシーに乗ることができま
す。

オプション３：La Casa Enfrente
滞在費
月 2,500-2,900 ペソ（約 14,500〜16,820 円）
週 700-1,000 ペソ（約 4,060〜5,800 円）
日 200 ペソ（約 1,160 円）
説明
ファルコンから５秒以内でアクセス可能！
カラフルでかわいいこのアパートはファル
コンの目の前に位置しており、家具完備・
専用バスルームが着いた３部屋からなって
おります。そのうちの２部屋は、クイーン
サイズベッド、１部屋はフルサイズベッド
付き。各部屋から街の絶景を楽しむことが
できます。こちらのアパートは、部屋の提
供を開始してからまだ間もないので、すべ
ての家具や設備は新しく、一階部分は今も
改築を進めています。清潔で美しく、お手
頃な価格の住まいをお探しの方にピッタリ
です。
その他サービス
週２度の家政サービス
ESCUELA FALCON

所在地
ファルコンの目の前に位置しており、徒歩
10 秒でアクセスできます。美しいバラティ
ージョ広場とマヒワモラ広場から坂を登る
とすぐのアパートです。
インターネットの有無
今現在のインターネットサービスの提供は
ございませんが、まもなく導入する予定で
す。午前 9 時から午後 7 時の間でしたら、
当校でインターネットサービスをご利用い
ただけますのでお気軽にお立ち寄りくださ
い。
タクシーでのアクセス
アパートより徒歩 4 分のバラティージョ広
場からご利用いただけます。

オプション４：Apartamento Villaseñor
滞在費
月 400 ドル（約 44,200 円）
説明
新しく快適で、とても広いアパートです。
３つの寝室があり、フルサイズベッド付き
を１部屋、ツインサイズベッド付きを２部
屋ご用意いたしております。リビング、浴
室、キッチン、小さな庭とテラス、そして
インターネットサービスも完備。とても明
るい雰囲気で、4 人家族にぴったりの住ま
いです。
その他サービス
洗濯機使用可
所在地
ファルコンからは徒歩 20 分。Paseo de la
Presa という場所に位置しております。
インターネットの有無
有り
タクシーでのアクセス
数分離れた場所からご利用いただけます。
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専用個室

3. Casa de al Lado の専用個室

1. La Casa de Enfrente (オプション３)

滞在費
月 3,000 ペソ（約 17,360 円）
週 1,500 ペソ（約 8,680 円）
一晩 300 ペソ（約 1,740 円）

の専用個室
滞在費
月 4,500 ペソ（約 26,000 円）
週 2,000 ペソ（約 11,570 円）
一晩 400 ペソ（約 2,310 円）
説明
専用バスルームと小さなキッチンが完備さ
れた専用個室。フルサイズベッド、机、衣
類収納スペースが付いています。ブランケ
ット、ベッドシーツ、枕はご用意いたして
おりますが、タオル類や洗面道具はお持ち
いただく必要があります。

説明
クラスも行われている、ファルコンと隣接
したアパートです。この部屋には専用バス
ルーム、グリル、電子レンジ、コーヒーメ
ーカーと小さな冷凍庫がついております。
バルコニー付きのとても明るいお部屋で
す。
その他サービス
有料清掃サービス

その他サービス
いつでもご利用可能な有料清掃サービス

インターネットの有無
有り

インターネットの有無
有り

4. Studio Plateros

2. La Casa de Enfrente (オプション３)

の専用個室「テラス」
滞在費
月 6,000 ペソ（約 34,720 円）
週 2,500 ペソ（約 14,470 円）
一晩 500 ペソ（約 2,900 円）
説明
La Casa de Enfrente 最上階の一室で、美しい
照明と部屋からの絶景が皆様をお出迎えい
たします。フルサイズベッド、クローゼッ
ト、専用バスルーム、台所、そして、ソフ
ァー兼ベッドがついたリビングがございま
す。
その他サービス
いつでもご利用可能な有料清掃サービス
インターネットの有無
有り
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滞在費
月 6,700 ペソ（約 38,770 円）
週 3,500 ペソ（約 20,250 円）
説明
グアナファトの絶景を見渡すことのできる
とても魅力的な住まいです。静かで安心、
テラス付きでよく光の入る大きな部屋で
す。専用個室に通じる玄関はアパート全体
の玄関と別にございます。フルサイズベッ
ド、バスルーム、キッチンを完備しており
ます。ダウンタウンへは徒歩１０分、バス
停からは徒歩２分でアクセス可能です。デ
ポジットとして滞在費の半分の額を始めに
いただきますが、入居時と同じ状態でチェ
ックアウトしていただいた場合、払い戻し
いたします。
その他サービス
車一台分の駐車場がございます。ペットと
ご一緒の滞在、また、喫煙はしていただけ
ませんのでご了承くださいませ。
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所在地
Panormica という道に近い私道に面していま
す。ダウンタウンからは徒歩１０分の距離
です。

所在地
街の中心地から徒歩１０分。ファルコンか
らも徒歩１５〜２０分の距離です。バスの
ご利用も可能です。

インターネットの有無
有り

インターネットの有無
有り

タクシーでのアクセス
玄関前よりタクシーをご利用いただけま
す。

タクシーでのアクセス
玄関前より数分離れた道よりタクシーをご
利用いただけます。

5. Studio Ex Hacienda La Escalera
説明
二つのスタジオをご紹介いたします。
スタジオ①Limón Real
月 400 ドル（約 44,330 円）
週 150 ドル（約 16,620 円）
一晩 35 ドル（約 3,880 円）

ファルコンで受講していない皆さまへも、
ホームステイ・アパートメントの提供をい
たしております。その場合、お一人につき
５ドル（約 550 円）の手数料がかかります
のでご了承くださいませ。ホームステイ・
アパートメント先をお探しでしたら、お気
軽にご連絡ください。

フルサイズベッド付きの寝室、バスルー
ム、リビング、キッチンのついたスタジオ
です。ペットとご一緒の滞在はしていただ
けません。
スタジオ②Nispero
月 390 ドル（約 43,220 円）
週 140 ドル（約 15,520 円）
一晩 25 ドル（約 2,770 円）
Limón Real と同じ設備ですが、こちらのス
タジオではペットとご一緒の滞在が可能で
す。デポジットとして滞在費の半分の額を
始めにいただきますが、入居時と同じ状態
でチェックアウトしていただいた場合、払
い戻しいたします。
その他サービス
いつでもご利用いただける有料清掃サービ
ス

（オプション 2:Villaseñor Apartment）
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サービス各種
スタッフによるサポート

空港送迎サービス

スタッフは皆グアナファトに在住してお
り、ご質問や必要なサポートなどございま
したら喜んでご対応させていただきます。
オススメのレストランや、ボランティア活
動の紹介、旅行計画のお手伝いなど、なん
でもお気軽にお尋ねください。

レオン空港(BJX)ご利用の皆様には、ファル
コンの送迎サービスをオススメいたしてお
ります。

ベビーシッターサービス
勉強の合間に休憩したい、街を探索した
い、また、グアナファトの夜を楽しみた
い！でもお子様が心配…そんな時は、ファ
ルコンのベビーシッターサービスをご利用
ください。経験豊富で信頼できるスタッフ
が、ファルコン校舎内で、１時間 7 ドルに
てお子様のお世話をさせていただきます
（英語もしくはスペイン語でのサービス提
供）。お住まいでのベビーシッターサービ
スも、１時間 8 ドルにてご利用いただけま
す。（英語でのサービス提供）
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タクシーでの移動も可能ですが、グアナフ
ァトは道が複雑に入り組んでいるため、宿
泊先にたどり着くのも一苦労。ファルコン
では、空港までのお出迎え、宿泊先への確
実なご案内、お荷物の移動のすべてを含め
たサービスを、40 ドルで提供いたしており
ます。３名以上、または、送迎車のトラン
ク収容可能個数をこえた数のスーツケース
をお持ちの方の場合、70 ドルでのサービス
提供となります。空港へお送りする場合
は、35 ドルでサービスをご提供いたしま
す。宿泊先近くのバス停までの送迎も 10 ド
ルで致しております。
これらのサービスをご希望の方は、ファル
コン受付にお申し付けいただくか、フライ
ト情報を添えて info@escuelafalcon.com まで
ご連絡ください。美しい街にみなさまをお
迎えできることを楽しみにお待ちいたして
おります。
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グアナファトについて
世界遺産に認定されたグアナファトは、中央メキシコの山々に囲まれた、植民地時代の
雰囲気が残るカラフルなかわいい街です。16 世紀初頭にスペインによって創設され、
銀を中心とした鉱物の輸出国として急成長を遂げました。様々なメキシコ史上重要な出
来事がこの地で繰り広げられてきましたが、中でもメキシコ独立戦争初戦の舞台となっ
たアルホンディガ・デ・グラナディタス（Alhóndiga de Granaditas）は見所です。そのほ
かにも、グアナファトは様々な伝説が残る街としても有名です。
グアナファトにはたくさんの博物館と活気のある広場が集まっており、気候も暖かいの
で、お散歩やリラックスしながらゆっくり楽しい時間を過ごすのに最適な街です。グア
ナファトの文化の大きな一部となっているのが、グアナファト大学。様々な文化行事
や、映画鑑賞会、コンサート、劇、会議などを主催し、学生以外でもお手頃な価格もし
くは無料でこれらのイベントを楽しむことができます。
夜も活気にあふれる街グアナファト。サルサダンスをしたり、歌って道案内をしてくれ
るカエホナダについて行ったり、交響楽団のコンサートやバーでの時間などを楽しんだ
りと、飽きることはありません。

ESCUELA FALCON
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よくあるご質問
受講登録とクラススケジュールにつ
いて

ご受講可能な日数分の受講料のみをお支
払いいただくことも可能です。

1. 受講申し込み方法が知りたいです。
ファルコンウェブサイト内の
Registration Page
（http://escuelafalcon.com/spanishregistration/） からお申し込みいただく
か、もしくはファルコンに直接お越しい
ただき申し込み用紙を記入していただく
こともできます。お申し込みについてご
質問がございましたら、お気軽にメー
ル、または電話にてお問い合わせくださ
い。

3. 一年中いつでも受講可能ですか？
ファルコンでは、クリスマスと元日を除
き一年中いつでもご受講いただけます。

2. どのような授業スケジュールです
か？
当校では固定されたスケジュールはござ
いません。授業は月曜から金曜に行わ
れ、ご希望であれば週末にプライベート
レッスンもご受講いただけます。（追加
料金がかかります。）ほとんどの授業は
午前９時から午後２時半の間に行われま
すが、生徒の皆さまのレベルとスケジュ
ールに合わせて、毎週クラス数や授業開
始時間を変更していただけます。午後２
時半以降の授業、または特定の時間での
受講をご希望の場合は、プライベートレ
ッスンがオススメです。
皆様からのご要望（取りたい授業数、授
業内容、授業開始時間や、お好きな講師
など）と受講希望のクラスを Sugerencia
という用紙に書き、毎週水曜日に提出し
ていただきます。それをもとにスケジュ
ールをお組みいたします。もしもご都合
の悪い週があり授業が受けられない場
合、Sugerencia にご記入いただければ、
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4. 受講期間や授業数に制限はありま
す？
ファルコンでは、最短 1 日から数ヶ月に
わたってご受講いただけます。長期間
(８週間以上)ご受講いただく方には授業
料の割引もございます。スケジュールの
ご相談もお受けいたしますので、お気軽
にご連絡くださいませ。ご受講いただく
授業数に制限はございません。１日 1 ク
ラスから最大６クラスまでご受講いただ
けます。皆さまの学習目標に合わせて、
ご自由にお選びください。
5. 授業は学期制ですか？
学期制ではありません。一年中いつで
も、月曜日から受講開始していただけま
す。皆さまに、興味のある、レベルにあ
ったクラスを受講していただけるよう、
はじめに当校のスペイン語学力試験を受
けていただきます。毎週スケジュールが
変わるため、様々なクラスをご受講いた
だけます。すべての授業が月曜日から始
まるので、月曜からの受講開始が望まし
いですが、他の曜日からの受講をご希望
される場合もお気軽にお申し付けくださ
い。
6. 予定がありお休みしたい週がありま
す。どうしたらよいでしょうか？
お休みになる少なくとも一週間前までに
ご連絡いただければ、その分の授業数を
後に付け足すことが可能です。
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7. 受講を取り消したい場合のキャンセ
ルポリシーはありますか？
一週間のスケジュールが確定し受講料を
お支払いいただいた後の返金、また、ク
ラス数の変更は致しかねますのでご了承
ください。ただし、長期でご受講の方に
は、返金額に相当する受講時間の証明を
発行いたします。体調不良などでグルー
プレッスンを受講できなかった場合、空
いているクラスを受講することで受講時
間を補っていただくこともできます。プ
ライベートレッスンを欠席される場合
は、前日の午後６時までにご連絡いただ
けますと、授業をキャンセルするか（授
業料をお支払いいいただく前であれば、
授業料の請求はされません。）または、
欠席された受講時間分のクラスをとって
いただくこともできます。講師と教室の
都合によりますが、欠席されたクラスと
同じクラスをとっていただくことも可能
です。さらに詳しい返金についての情報
をお求めの場合はご連絡くださいませ。

授業について
1. 子供や 10 代向けのクラスはありま
すか？
ございます！
当校での学びに年齢制限はございません
ので、何歳からでも受講していただけま
す。4 歳からはお子様向けのクラス、4
歳以下のお子様にはスペイン語を学びな
がらのベビーシッターサービスをご利用
いただけます。お子様向けのクラスは授
業一覧でご確認ください。10 代の生徒
の皆さまには、興味のある分野とスペイ
ン語レベルによって、お子様向けのクラ
ス、大人向けのクラスのどちらを受講を
するかお選びいただけます。お気軽にご
相談くださいませ。
2. 授業は何人で行われますか？
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グループレッスンの場合、1 クラスにつ
き平均 2〜4 名の生徒と、講師 1 名で行
われます。少人数制なので、生徒の皆様
お一人おひとりにフォーカスしながらの
授業、また皆さまに発言していただける
機会がたくさんある授業づくりが可能と
なっております。
3. どのような生徒さんがいるのでしょ
うか？
当校は、世界各地から集まる多様性あふ
れる生徒の皆さまにご利用いただいてお
ります。年齢も様々です。英語とスペイ
ン語のクラスがあるため、毎日行われて
いるイベントも含め、クラス外で両言語
のネイティブスピーカーと交流する機会
がたくさんあります。主に、ご家族で学
びにいらっしゃる方、お一人で旅行され
る方、学生の皆さまや、シニアの方にご
利用いただいております。
4. スペイン語学習経験が全く無いので
すが、大丈夫でしょうか？
スペイン語の勉強は初めてという方から
上級学習者の方まで、皆さまのレベルに
あった授業を提供しておりますので、ど
んなレベルの方でも当校で楽しく学んで
いただけます。
5. 自分にあったレベルがわかりませ
ん。どうしたらよいでしょうか？
生徒の皆さまには、受講前にスペイン語
学力試験を受けていただきます。講師が
採点をし、皆さまのスペイン語レベルを
把握した上で授業例をご提示いたしま
す。皆さまのスピーキング力を把握する
ため、スペイン語での会話を録音し送っ
ていただくようお願いする場合もござい
ます。また、スペイン語学習経験がござ
いましたらその旨もお伝えくださいま
せ。
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6. すべてのクラスはスペイン語のみで
行われますか？
スペイン語を集中的に学んでいただける
環境をつくるため、中級・上級レベルの
クラスではスペイン語のみでの授業を行
っております。初級レベルのクラスで
は、英語を使いながら皆さまの学びをサ
ポートいたします。
7. 授業はどのような雰囲気でしょう
か？
クラスによって雰囲気は異なります。講
師によって授業スタイルも変わりますの
で、お好みのスタイルや雰囲気などござ
いましたら、スタッフや講師にお伝えい
ただければ、皆さまにとってベストな授
業をご提供いたします。文法のクラスな
どの特定のクラスは、会話やダンスなど
の他の授業に比べ、ノートをとることが
多いです。楽しみながら学習したい方に
は、会話、ダンス、料理、または絵画な
どの授業がオススメです。どのクラスを
お取りいただいても、皆が家族のような
雰囲気なので、楽しく学んでいただけま
す！
8. 授業以外にも、ファルコンでできる
ことはありますか？
当校の生徒の皆さまには、街のツアーや
毎日行われるイベント（ほとんどが無料
ですが、中には参加費をお支払いいただ
くものもあります。）、メキシコ人の学
生と週一回の交流会、歴史や文化につい
ての紹介、スペイン語学力試験、無料
Wifi サービス、コーヒーや飲料水提
供、カフェテリアのご利用、博物館ツア
ーや旅行プランのご提案、ボランティア
情報の提供などの様々なサービス、そし
て、当校での学習修了証明書を授与する
小さな卒業式も行なっております。卒業
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式は毎週金曜日に行われ、当校で学んだ
時間数を記した修了証明書を授与させて
いただきます。

その他
1. ファルコンの提供する滞在先を利用
しないということも可能ですか？
もちろん可能です。街中にとてもきれい
なホテル・ホステルがたくさんあります
し、Airbnb や VRBO といった宿泊サー
ビスのご利用もオススメいたします。
2. 週末にもイベントは開催しています
か？
グアナファト内の散策や隣町への小旅行
など、週末にも皆さまに楽しんでいただ
けるイベントをご用意いたしておりま
す。イベント例といたしましては、San
Miguel de Allende の街と天然温泉、
Dolores Hidalgo, Santa Rosa, La Cañada de
la Virgen などの名所ツアーがございま
す。他に訪れたい場所がございました
ら、ファルコンのスタッフが旅計画のお
手伝いをいたしますのでお気軽にお申し
付けくださいませ。
3. グアナファトの治安は良いですか？
グアナファトは、メキシコ国内でも最も
治安の良い街のひとつです。生徒の皆さ
まに安心して過ごしていただいておりま
す。ただし、夜の callejónes と呼ばれる
小道など、注意が必要な場所もございま
す。多額の金額は持ち歩かないなど、常
に警戒心をお持ちください。夜間の移動
はタクシーの利用をお勧めいたしており
ます。街の中であれば、約 300〜500 円
で移動可能です。公共バスも、慣れるま
で時間はかかりますが、安くご利用いた
だけます。
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