
基本情報

国名 スペイン

その他の国名（国名で「その他」を選択した場合）

大学名 ポンペウ・ファブラ大学

その他の大学名（大学名で「その他」を選択した場合）

所属

言語文化学部・国際社会学部・大学院を選択） 言語文化学部

各学生の専攻する地域言語一覧より選択 スペイン語（西南ヨーロッパ）

学年 4

留学時学年を選択 3

留学先

学部 人文学部

留専攻

留学期間

開始 2019/9/16

終了 2020/3/20

留学前

留学の目的 語学力向上、卒業研究の準備

求められた語学力

英語TOEFL

英語

その他

レベル

情報収集方法

友人

先輩

HP

その他

参考になるHP

留学準備

ビザ申請を始めた時期 6月

ビザ申請方法 大使館のHPや友人から情報を集め、必要資料を揃えた。

航空券を準備した時期 7月

航空券準備方法 広告代理店の窓口にて往復航空券を手配してもらった。

履修登録を始めた時期 7月

履修登録方法 留学先からのメールに記載されたURLから登録した。

入寮申込みを始めた時期

入寮申込み方法

住居探しを始めた時期 7月

住居探し方法
アプリを使って大学近くのピソを探した。最終的に先輩に紹介していただいたピソに

決めた。

保険に加入した時期 5月

保険加入方法
大学のアプリケーション提出の際に保険に加入していることを証明する必要があった

ため、留学課に個別に連絡し早めに申し込んだ。

予防接種を受けた時期

予防接種の種類

語学強化を始めた時期

語学強化方法

その他の準備を始めた時期

その他の準備内容

留学中

学年暦



9月

半ばに到着しオリエンテーションを受けた後、最終週か

ら授業開始。到着してすぐに滞在ビザの申請予約を取れ

るよう毎朝HPを確認していた。

10月

ビザ申請に必要な書類を集める。

11月

滞在ビザ申請。

12月

1学期終了。中旬から1月初週まで休暇。

1月

2学期開始。

3月

2学期終了とともに留学を中断して帰国。

留学生科目

科目名 Taller de Escritura

使用言語 カスティーリャ語

科目名 Taller d'expresió

使用言語 カスティーリャ語

科目名

使用言語

科目名

使用言語

科目名

使用言語

学部・大学院科目

受講 可

受講可→聴講のみ/単位取得を選択 単位習得

学部・大学院科目

科目名 Introducción a la Historia

使用言語 カスティーリャ語、カタルーニャ語

科目名 European Geography

使用言語 英語

科目名

使用言語

科目名

使用言語

科目名

使用言語

居住環境

居住環境 ルームシェア

家賃 400 €

支払い方法 同居している大家さんに手渡し

部屋人数（人部屋） 1人

家族・同居人（人） 3人

門限 なし

食事 各自

大学までの距離

大学までの所要時間 地下鉄で15分

セキリティ-

全体の印象



応募方法 先輩の紹介

近隣施設 コンビニ

銀行

スーパー

薬局

その他の近隣施設） 地下鉄の駅、バス停

住居にあった設備 机・椅子（部屋）

キッチン（共有）

ベッド（部屋）

冷蔵庫（共有）

本棚（部屋）

シャワー（共有）

クローゼット（部屋）

洗面台（共有）

インターネット（共有）

ランドリー（共有）

冷暖房（部屋）

トイレ（共有）

その他住居にあった設備

治安状況

気をつけるべき点 深夜の外出や治安が悪い地域への外出

学内環境

食堂についてのコメント

図書館についてのコメント

インターネットについてのコメント

売店・ブックストアについてのコメント

住居周辺の評価

大学周辺の評価

食堂の評価

図書館の評価

インターネットの評価

売店・ブックストアの評価

大学のサポートの評価



大学のサポートについてのコメント

全体の印象）についてのコメント

スケジュール

Weekday(放課後の過ごし方）
自宅や図書館で課題に取り組む。友人やタンデムと食事や外出。週に1回フラメンコの

教室に通った。

Weekend(休日の過ごし方) 自宅で課題をこなす。観光や友人と外出。サッカー観戦。

おすすめスポット・旅行先など

目標

1

2

3

今後の課題

スペイン語やカタルーニャ語に触れる機会を絶やさない

こと。

直面した問題、日本で準備すべき、だったと感じたこと

滞在ビザ申請の予約がなかなか取れず苦戦した。

帰国後

進路予定

就職

就職の場合：内定している　あるいは　目指す業界

後輩へのアドバイス

バルセロナはスリや空き巣などの被害が多く、日中でも

細心の注意を払って行動するべき。

市内にはたくさんの名所や見どころがあるので、勉強の

息抜きに色んな所を訪れてほしい。

今後学生から質問が出た場合、メールアドレスを伝えて

も良いですか？
可

大学のサポートの評価

その成果３

全体の印象）評価

その成果１

その成果２



基本情報

国名 スペイン

その他の国名（国名で「その他」を選択した場合）

大学名 ポンペウ・ファブラ大学

その他の大学名（大学名で「その他」を選択した場合）

所属

言語文化学部・国際社会学部・大学院を選択） 言語文化学部

各学生の専攻する地域言語一覧より選択 スペイン語（西南ヨーロッパ）

学年 4

留学時学年を選択 4

留学先

学部 humanidad

留専攻

留学期間

開始 2019/10/11

終了 2020/3/21

留学前

スペイン語、カタルーニャ語の学習

カタルーニャ手話の学習

求められた語学力

英語TOEFL

英語

その他

レベル

情報収集方法

先輩

HP

その他

参考になるHP

留学準備

ビザ申請を始めた時期 6月

ビザ申請方法
必要書類を大使館HPで調べ、早めに集めた。派遣大学から入学許可証が外大留学生課

に届いたらすぐに大使館へ申請に行った。

航空券を準備した時期 7月

航空券準備方法 旅行代理店に出向いて往復航空券を探してもらった。

履修登録を始めた時期 7月

履修登録方法 送られてきたURLから履修登録フォームへ飛んで登録。

入寮申込みを始めた時期

入寮申込み方法

住居探しを始めた時期 7月

住居探し方法 大学HPに記載があった不動産にて。

保険に加入した時期 7月

保険加入方法

留学生課に仲介してもらった。留学生課が一斉に申し込み手続きをしてくれるが、住

居契約のために早めに保険加入の必要があったため個別に対応してもらった。早めに

加入したい場合は留学生課に要相談。

予防接種を受けた時期

予防接種の種類

語学強化を始めた時期 4月

語学強化方法 ディベートの授業を一層大切にした。

その他の準備を始めた時期

その他の準備内容

留学中

学年暦

留学の目的



9月

半ばに出国し留学スタート

9月

後半に１学期開始

12月

学期末テスト

1月

２学期開始

3月

半ばに学期末テスト

3月

後半に３学期開始

6月

後半に学期末テスト

1月

留学生科目

科目名 Lengua　Espanola

使用言語 カスティーリャ語

科目名 Taller de escriptura

使用言語 カスティーリャ語

科目名 taller de expressio oral

使用言語 カスティーリャ語

科目名

使用言語

科目名

使用言語

学部・大学院科目

受講 可

受講可→聴講のみ/単位取得を選択 単位習得

学部・大学院科目

科目名 primer idioma lengua de signos catalanas competencia i us

使用言語 カタルーニャ手話

科目名 introduccio a la historia

使用言語 カスティーリャ語、カタルーニャ語

科目名

使用言語

科目名

使用言語

科目名

使用言語

居住環境

居住環境 ルームシェア

家賃 400 €

支払い方法 手渡し

部屋人数（人部屋） 1人

家族・同居人（人） ５人/３人

門限 なし

食事 各自

セキリティ-

全体の印象



大学までの距離 徒歩１０分/メトロで１５分

大学までの所要時間 １０分/２０分

応募方法 大学提携の不動産/友人の紹介

近隣施設 銀行

スーパー

薬局

その他の近隣施設） メトロの駅、バス停

住居にあった設備 机・椅子（部屋）

机・椅子（共有）

キッチン（共有）

ベッド（部屋）

冷蔵庫（共有）

本棚（共有）

シャワー（共有）

クローゼット（部屋）

バルコニー（部屋）

洗面台（共有）

インターネット（部屋）

インターネット（共有）

ランドリー（共有）

冷暖房（部屋）

冷暖房（共有）

トイレ（共有）

その他住居にあった設備

治安状況

気をつけるべき点 早朝、深夜の外出や治安の悪い地域への外出

学内環境

食堂についてのコメント

図書館についてのコメント

インターネットについてのコメント

住居周辺の評価

大学周辺の評価

食堂の評価

図書館の評価

インターネットの評価

売店・ブックストアの評価



売店・ブックストアについてのコメント

大学のサポートについてのコメント 留学生課は非常に丁寧で対応も早いため困ったことはすぐに相談していた。

全体の印象）についてのコメント キャンパスも綺麗でおすすめ。また観光地だがキャンパス周辺は落ち着きがある。

スケジュール

Weekday(放課後の過ごし方） 予習、復習、課題に追われていた。自炊したり、クラスメイトと外食したり。

Weekend(休日の過ごし方) 予習、復習、課題。ランニング。美術館巡り。観光。友人と外出。

おすすめスポット・旅行先など

目標

1 交友関係を広げる

2 カタルーニャ手話の習得

3 スペイン語、カタルーニャ語習得

今後の課題

語学力のさらなる向上。

直面した問題、日本で準備すべき、だったと感じたこと

帰国後

進路予定

就職

就職の場合：内定している　あるいは　目指す業界 マスコミ

後輩へのアドバイス

大学のサポートの評価

その成果３

全体の印象）評価

その成果１

その成果２



出国前から同大学留学中の先輩方に様々な面でサポート

していただいたため、そこまで大きく困ることはなかっ

た。是非困ったことがあったら頼ってほしい。また現地

でのNIE(TIE)の申請は非常に時間がかかり結局仮ビザギ

リギリまで取得できなかった。(申請には警察署の予約

を事前に取る必要があるが、それがなかなか取れな

い。)現地に着いたら早めに住民登録を済ませ、警察署

の予約を取ることをお勧めします。

現地の治安に関して、幸い被害に遭うことはなかったが

親しい日本人留学生が被害者になるケースが多々あっ

た。夜間の外出を控えること、貴重品を持ち歩く際は十

分に注意すること、戸締りを徹底すること、犯罪の多い

地域を知っておくことなど自衛することを忘れずに過ご

してほしいと思います。

今後学生から質問が出た場合、メールアドレスを伝えて

も良いですか？
可



基本情報

国名 スペイン

その他の国名（国名で「その他」を選択した場合）

大学名 ポンペウ・ファブラ大学

その他の大学名（大学名で「その他」を選択した場合）

所属

言語文化学部・国際社会学部・大学院を選択） 国際社会学部

各学生の専攻する地域言語一覧より選択 スペイン語（西南ヨーロッパ）

学年 4

留学時学年を選択 3

留学先

学部 政治科学学部

留専攻 政治学、国際関係論

留学期間

開始 2018/9/10

終了 2019/7/13

留学前

留学の目的
スペイン語力の向上。様々なバックグラウンドを持つ人と出会うため。政治社会運動

を実際に肌で感じるため。

求められた語学力

英語TOEFL

英語

その他 スペイン語、英語共に足切り等の基準はない。

レベル

情報収集方法

友人

先輩

HP

その他

参考になるHP 大学のHP

留学準備

ビザ申請を始めた時期 6月

ビザ申請方法 書類を揃え、大使館に提出し、二か月後に取りに行く

航空券を準備した時期 6月

航空券準備方法 JTBで復路オープンの往復チケットを購入した

履修登録を始めた時期 7月

履修登録方法 オンライン。六月末に先方の大学から案内のメールが届く

入寮申込みを始めた時期 5月

入寮申込み方法
オンライン。五月では絶対に間に合わないが、これより早く行うのは入学許可証到着

時期の都合で無理そう

住居探しを始めた時期 6月

住居探し方法 友人にシェアフラット探しのためのFacebookグループに招待してもらった。

保険に加入した時期 5月

保険加入方法 大学指定のもの

予防接種を受けた時期

予防接種の種類 受けなきゃならないものはないと思う

語学強化を始めた時期

語学強化方法 留学を決めたとき。授業等で多忙でたいしたことは出来なかったが

その他の準備を始めた時期

その他の準備内容

留学中

学年暦



9月

一学期開始

12月

一学期終わり

12月

クリスマスと正月休暇

1月

二学期開始

3月

二学期終わり

4月

三月か四月にイースター休暇

4月

三学期開始

6月

六月末三学期終わり

留学生科目

科目名 カタルーニャ文化

使用言語 スペイン語

科目名 カタルーニャ語

使用言語 カタルーニャ語

科目名

使用言語

科目名

使用言語

科目名

使用言語

学部・大学院科目

受講 可

受講可→聴講のみ/単位取得を選択 単位習得

学部・大学院科目

科目名 スペイン外交

使用言語 スペイン語

科目名 政治学入門

使用言語 スペイン語

科目名 EUの交渉シュミレーション

使用言語 英語

科目名 EUの分野別政策

使用言語 スペイン語

科目名 比較政治

使用言語 カタルーニャ語

居住環境

居住環境 ルームシェア

家賃 350ユーロ＋光熱費30－40ユーロ

支払い方法 振り込み

部屋人数（人部屋） 1

家族・同居人（人） 3

門限 なし

食事 自炊

セキリティ-

全体の印象



大学までの距離 バスで20分

大学までの所要時間 バスで20分

応募方法 オンラインで直接コンタクトを取り、現地の友人に下見を頼んだ

近隣施設 コンビニ

銀行

スーパー

郵便局

薬局

その他の近隣施設） バルセロナの中心地だったので、なんでもありました

住居にあった設備 机・椅子（部屋）

机・椅子（共有）

キッチン（共有）

ベッド（部屋）

ベッド（共有）

冷蔵庫（共有）

シャワー（共有）

クローゼット（部屋）

バルコニー（共有）

洗面台（共有）

インターネット（共有）

ランドリー（共有）

冷暖房（共有）

トイレ（共有）

その他住居にあった設備 四人で住んでいたのにトイレが二つあったのは助かりました。

治安状況

気をつけるべき点
バルセロナには夜に出歩かない方が良いエリアもなくはないが、あえてそこに行かな

ければスリ以外で治安上の問題はない。

学内環境

食堂についてのコメント 安いけどおいしくはないと思う

図書館についてのコメント グループワークが出来るスペースもあり常に人が多かった

インターネットについてのコメント 可もなく不可もなく

全体の印象

住居周辺の評価

大学周辺の評価

食堂の評価

図書館の評価

インターネットの評価

売店・ブックストアの評価



売店・ブックストアについてのコメント あまり利用する機会がない

大学のサポートについてのコメント 留学生課は対応が早く、先生も親切な人が多い印象

全体の印象）についてのコメント 学部によると思うが、留学生は少なめ

スケジュール

Weekday(放課後の過ごし方）

昼間は大学に行き、友人とご飯を食べたり、一緒に課題をしたり、友人と大学近くの

ビーチで遊んだり、一緒に街歩きをしたり。夜はフラットメイトと雑談したり、友人

と出かけたり、ゆっくり休んだりしていました。

Weekend(休日の過ごし方)

毎週土曜日に留学生のためにカタルーニャ地方内の日帰り旅行を安く用意してくれる

団体があるので、ほぼ毎週友人らと参加していました。日曜日は友達と遊んだり、少

し遠出したり、宿題をこなしたり、フラットメイトとまったりしたり、まちまちでし

た。

おすすめスポット・旅行先など

バルセロナについてはガイドブックにたくさんおすすめ

が書いてあると思うのであえて言いませんが、せっかく

現地の友達が出来たのなら観光で有名じゃないところに

連れて行ってもらえると、とても良いと思います。

私は

目標

1 様々なバックグラウンドの人と出会う

2 スペイン語力向上

3 カタルーニャ州の政治状況を肌で感じる

今後の課題

スペイン語力の維持

直面した問題、日本で準備すべき、だったと感じたこと

カタルーニャ語が思ったよりずっと話されていて、驚い

た。フラットメイトも、部活の友人も、授業のクラスメ

イトや友人も普段はカタルーニャ語を話すし、カタルー

ニャ語でしか行われない授業もある。カタルーニャ語を

向こうで勉強したのは、興味もあるが、必要性も十分に

あったと思う。(カタルーニャ語は必ず勉強しなければ

ならないとは思わないが)

売店・ブックストアの評価

大学のサポートの評価

その成果３

全体の印象）評価

その成果１

その成果２



あとは家探しが大変だった。私はまだ日本にいて下見に

行けないので現地の友人にお願いしていたし、空室情報

は日本のように何か月も前に出るものじゃないので、家

が決まったのは結局出国の半月前だった。

帰国後

進路予定

留年

就職の場合：内定している　あるいは　目指す業界 卒業を一年遅らせ、就職活動をするつもりです

後輩へのアドバイス

Barcelonaもポンペウ・ファブラ大学（UPF）もとても

良いところです！しかし、スペイン語だけでなくカタ

ルーニャ語がつかわれることも多いので、スペイン語だ

けをやりたい人はマドリードやセビージャがおすすめで

す。またUPFは留学生が他の大学より少ない印象がある

ので、最初は少し寂しいかもしれません。慣れてきて友

達が出来たら、楽しいです！

今後学生から質問が出た場合、メールアドレスを伝えて

も良いですか？
可



基本情報

国名 スペイン

その他の国名（国名で「その他」を選択した場合）

大学名 ポンペウ・ファブラ大学

その他の大学名（大学名で「その他」を選択した場合）

所属

言語文化学部・国際社会学部・大学院を選択） 国際社会学部

各学生の専攻する地域言語一覧より選択 スペイン語（西南ヨーロッパ）

学年 4

留学時学年を選択 3

留学先

学部 経済ビジネス学部（Facultad de Economía y Empresa）

留専攻 経営学、マーケティング

留学期間

開始 2017/9/19

終了 2018/7/20

留学前

留学の目的 英語及びスペイン語の上達、および外大ではあまり学べない経済やビジネスの学習

求められた語学力

英語TOEFL

英語

その他

レベル

情報収集方法

友人

HP

その他

参考になるHP Universitat Pompeu Fabra 公式HP

留学準備

ビザ申請を始めた時期 5月

ビザ申請方法 必要書類を揃えて大使館へ

航空券を準備した時期 7月

航空券準備方法 インターネットから

履修登録を始めた時期 10月

履修登録方法
大学から送られてくるメール案内に従う。所属学部と実際に履修した学部が違ったの

で苦労した。

入寮申込みを始めた時期 6月

入寮申込み方法
大学から送られてきた寮案内から。ただし手続きが遅く入寮できなかったのでなるべ

く早く手続きするべき。

住居探しを始めた時期 10月

住居探し方法 ピソ探しのアプリidealistaで寮の代わりのシェアハウスを探した。

保険に加入した時期 6月

保険加入方法 外大の案内に従う。

予防接種を受けた時期

予防接種の種類

語学強化を始めた時期 4月

語学強化方法 外大のスペイン語、GLIPの授業を取る

その他の準備を始めた時期

その他の準備内容

留学中

学年暦

9月



一週間のWelcome Party期間ののち、第1セメスターの

授業開始

10月

第1セメスターのセミナー開始

12月

2週間のテスト期間ののちクリスマス休暇

1月

第2セメスターの授業、セミナー開始

3月

2週間のテスト期間ののちセマナサンタ（聖週間）休暇

4月

第3セメスターの授業、セミナー開始

6月

2週間のテスト期間

7月

追試期間、夏休み

留学生科目

科目名 スペイン語 Lengua española superior/ B2-C1

使用言語 スペイン語

科目名

使用言語

科目名

使用言語

科目名

使用言語

科目名

使用言語

学部・大学院科目

受講 可

受講可→聴講のみ/単位取得を選択 単位習得

学部・大学院科目

科目名 マーケティングMarketing

使用言語 英語

科目名 サービスマーケティングMarketing de Servicio

使用言語 スペイン語

科目名 国際金融学International Finance

使用言語 英語

科目名 国際経営史International Business History

使用言語 英語

科目名 現代経営ポリシーの課題Current Issues in Business Policy

使用言語 英語

居住環境

居住環境 ルームシェア

家賃 月約50000円（380ユーロ）

支払い方法 家主に手渡し

部屋人数（人部屋） 1人

家族・同居人（人） 3人

門限 なし

食事 各自で自炊

セキリティ-

全体の印象



大学までの距離 4.5㎞

大学までの所要時間 メトロで約30分

応募方法 ピソ探しのアプリIdealistaから。

近隣施設 コンビニ

スーパー

郵便局

その他の近隣施設） メトロの駅（徒歩5分）、パン屋、ATM、カフェ

住居にあった設備 机・椅子（共有）

キッチン（共有）

ベッド（部屋）

冷蔵庫（共有）

本棚（部屋）

シャワー（共有）

クローゼット（部屋）

バルコニー（共有）

洗面台（共有）

インターネット（共有）

ランドリー（共有）

トイレ（共有）

その他住居にあった設備

治安状況

気をつけるべき点 スリやひったくりには常に警戒。夜に1人で歩くことは普通にできる。

学内環境

食堂についてのコメント ランチセットはメニューが日替わりでパエリアが食べられることも。軽食も充実。

図書館についてのコメント
話していい場所と静かにする場所が分けられており、奥には重厚な雰囲気の旧図書館

もある。ただし試験期間前・中は大変に込み合い席が取れないことも。

インターネットについてのコメント 少し遅いが問題なし。

売店・ブックストアについてのコメント 閉まるのが早い、不定期に閉まる。品ぞろえは充実。

全体の印象

住居周辺の評価

大学周辺の評価

食堂の評価

図書館の評価

インターネットの評価

売店・ブックストアの評価



大学のサポートについてのコメント 留学生課の対応がとにかくスピーディーでよかった。

全体の印象）についてのコメント
履修方法が非合理的、面倒だった以外は良い大学だったと思う。都心なので大学周り

にいろんな施設がある。

スケジュール

Weekday(放課後の過ごし方）

授業、宿題、週2でフラメンコ（大学とは関係なく教室を探した。）スペイン語の授業

は午前、学部の授業は午後が多かったので昼を挟むときは弁当を作っていった。また

授業の合間にセミナーのグループワークのグループで集まり、プレゼンテーションの

準備をすることが多かった。

Weekend(休日の過ごし方)

ショッピングモールでショッピング、友人とカフェで話したりマンガショップに行っ

たり。美術館巡り。留学生仲間と夜にクラブに繰り出したりもした。暇なときは一人

で街散策。夏は友人とビーチでくつろぐことが多かった。長期休暇には国内旅行や海

外旅行をした。

おすすめスポット・旅行先など

バルセロナなら旧市街。入り組んで入れ迷路のように

なっているため通るたびに新しい発見があったりかわい

いお店に巡り合えたりする。夏ならビーチ。バルセロ

ネータは人気だが夏は混みあうので、Nova Icariaか

Badalonaのビーチがおすすめ。国内ならグラナダが物

価が安くておいしいタパスをたくさん食べられる。海外

ならドイツ、ベルギーのあたりのクリスマスマーケット

が素敵なのでおすすめ。

目標

1 失敗を恐れず何事にもチャレンジする

2 いろいろなコミュニティに参加する

3 スペイン語、英語力の向上

今後の課題

スペイン語の伸びを数値化するためにDELEを受験す

る。留学が終わってスペイン語や英語を忘れてしまわな

いように、本学留学生との関わりの機会を積極的に持

つ。グループワークにだいぶ慣れたので、インターンで

のグループディスカッションなどでその成果を発揮して

いきたい。

直面した問題、日本で準備すべき、だったと感じたこと

大学のサポートの評価

その成果３

全体の印象）評価

その成果１

その成果２



寮に入れなかったので家探しに苦労した。寮の手続きは

入学許可が下り次第すぐに始めるべき。また寮に入れな

い（Waiting listに入れられた）旨の連絡が来なかった

ため自分が寮に入れないことに気づくのが遅れたので、

自分の手続き状態を常に把握しておくべき。さらに家探

しの時にUniplaceというアプリを使って失敗した（こ

のアプリではお金を振り込んだ後でしか家主と直接コン

タクトが取れない）ので絶対Idealistaの方がいい。

履修に関して、本来の履修登録期間には自分の所属学部

の授業しか登録できず、add&drop期間の1日だけ違う

学部の履修登録ができる。履修しようとしたらすでに満

員で履修できないことがよくあるので、焦るのは覚悟の

うえでいろんな手段を考えておくこと。

また現地でのビザ手続きが煩雑なので、到着した瞬間に

準備を始めた方がいい。予約がなかなか取れず大変苦労

した。

帰国後

進路予定

就職

就職の場合：内定している　あるいは　目指す業界

後輩へのアドバイス

留学にハプニングはつきもの。特に最初のうちは話して

ることがよくわからなかったり、文化の違いからイライ

ラすることもあったりして大変だと思う。（スペインは

役所仕事がとにかく雑で毎回イライラしていた記憶があ

る。）でもその経験を乗り越えて「人生生きてればどう

にでもなる」ということを学べる貴重な機会だと思うの

で、ぜひ挑戦してみてほしい。そしてバルセロナではく

れぐれもスリに注意してほしい（私は2月にビザ含む財

布をスられた。）

今後学生から質問が出た場合、メールアドレスを伝えて

も良いですか？
可


