
スペインサッカー留学 

About 
■サッカー留学 
レアルマドリードサッカースクールでは毎年スペイン、シンガポールやドバイなどへの大会参加や
スペインツアーなどをスクールで独自に企画して参りました。これは子供達に世界を見て体験・
実感してもらい国際経験を増やしてもらいたいという方針のためでした。海外に数日滞在しプレー
することで子供達の精神的な成長は凄まじく、自分で考えて判断する事、自立する事の大切さを
スタッフが目の当たりにし、これからもどんどん世界で活躍していって欲しいと考えています。 
サッカー留学では日本では得難い貴重な経験を積めるのはもちろん、『将来世界でプレーした
い』『本場のサッカーをしっかり学びたい』そういったスクール生からの要望に応えるためにス
クール独自の情報やネットワークを活かし夢を実現させるステップになると信じております。 

■スペインサッカー留学の可能性 
スペインではサッカーが国民的なスポーツであることはもちろん、育成環境においては世界トップ
クラスです。サッカーの戦術や技術も日本のサッカーとは違う価値観で行なっており、ジュニア世
代のチームも細かくランクが分かれております。長期留学ではサッカーはもちろんのこと現地の
学校に通いスペイン語をじっくり学び、将来的にサッカー指導者などを目指す方にもオススメで
す。ただスクールを通しての留学はサッカーエリート育成のための「サッカー留学」だけを目指す
のではなく、サッカーをきっかけとして世界に飛び出し、そこで海外の文化、思考、語学を学ぶ
ことを目指し世界を知ってもらう「サッカーを通じた留学」に重きを置いていきたいと考えており
ます。 

■スクール独自のプランニング 
サッカー留学は昔に比べてとても身近なものになってきており、留学斡旋会社なども多くありま
す。しかし当校では設立よりレアルマドリードファンデーションの理念のもとスクールを運営して
います。毎年スペインからレアルマドリードファンデーション所属のコーチが来日し、そのコーチ
達は現在もスペイン国内でコーチやスカウト等幅広く活躍しています。もちろんファンデーション
や来日したコーチとは深い繋がりがあるため、その当校独自のネットワークを活かし留学先であ
るスペインの滞在先や学校・クラブまでを紹介しております。 

＊FIFA国際移籍規定により１８歳未満の方の移籍は認められておりません。チームの紅白戦・練習試合・リー
グ戦が無い時期にあるフェスティバル(Torneo)に出場は可能になります。 
＊スペインのレアルマドリードC.F.への所属、トライアル、練習参加などは行うことは出来ません 



Place 
■スペイン国内の留学先 
親元を離れて、さらには未成年で留学する際はご本人の安全が一番大切です。 
そのため大都市マドリードへの留学はオススメしておりません。ご本人が安心して生活を送れる
こと（学校やサッカークラブへの移動や買い物など）、コミュニティに溶け込みやすい環境を提
供するため現在は以下の都市に限定しております。（未成年のうちは小都市でしっかりとスペインの生活に
慣れることを目的としております） 

●レオン　（1年～長期留学の方） 
マドリードから北に車で約３時間の距離。人口約１３万人。スクールの
スペインツアーでも訪れており、その際市長さんからも日本人留学生の
受け入れを歓迎されました。 
長期留学の受け入れが可能な学校と提携し、宿泊はホームスティに限定
しています。 

学校：インターナショナルスクールへ入学（入学時期9月） 
■レオン市内から３kmの場所にあるキリスト系インターナショナルスクール。コンピューター教室、図書
館、スポーツ施設、カフェテリアなどあらゆる設備が揃います。 

■中学：４年間　義務教育。平日午前9:30-午後17:00（曜日により早く終わる日もあります） 
国語、数学、英語、理科、社会、体育、第三言語、テクノロジーなど 

■基本的にはお子様の生まれた年に合わせて現地の学年に入学となりますが、学力が心配な方は学年を下げ
て入学することも可能です。学校内では英語・スペイン語の２言語を利用します。学年末の試験により進級
出来るかどうかは学校の判断となります。 

サッカークラブ：オリンピコ・デ・レオン 
■レオン市内にあるスポーツ施設男子チーム、女子チームがそれぞれの年齢に合わせて所属しています。施
設の目の前にバス停があるので練習参加も便利になっています。平日は学校が終わり一度帰宅したのちに練
習参加となります。週末は他クラブチームとの公式試合などが行われます。 

滞在先：ホームスティ 
■宿泊はホームスティに限定しています。ホストファミリーが日々の生活や送迎など保護者の役割を担います 

オリンピコ・デ・レオンのオー
ナー、ホセ氏と代表・増田

チームオーナーホセ氏、レオン市長、ロド
リゴ達と記念撮影

レオンの街並み



●バレンシア（１週間～短期留学の方） 
海も近く気候も穏やかなバレンシアではSPF-Rushアカデミーとの提携により１週間からの短期
留学が可能です。トレーニング内容も充実し、世界中からスペインのサッカーを学びたい学生が
集まります。１８歳以上の方は地元チームへの加入も夢ではなく、今まで多くの選手が実際に現
地のチームに加入しています。 
１週間単位の短期留学が可能なプログラムのため、長期留学までは行けない方にお勧めです。 

学校：語学学校へ入学（３ヶ月以上の滞在の場合は現地学校へ入学する場合もあり） 
■トレーニングと語学学校、地元のサッカーチームへの練習参加がパッケージになっています。送迎などは
全てアカデミースタッフに行われるのでお子様だけでの参加も安心です。 

クラブ：SPF-Rushアカデミー、地元サッカークラブ 
■午前中はアカデミーでのトレーニング、午後は地元の提携しているチームとのトレーニングに参加しま
す。週末はバレンシアCFのホームゲームを観戦することも可能です（時期により観戦できない場合もありま
す） 

滞在先：寮 
■カフェテリア、ジム、プールなどさまざまな設備が揃う寮にて滞在します。滞在中は現地スタッフとの連
絡用の携帯電話が支給されます。 

※バレンシア空港から無料送迎あり（マドリード・バルセロナ着の場合は別途お迎え費用が発生します） 
※SPF-Rushアカデミートレーニングキット付き 

 

スペイン学校コース・スケジュールイメージ



●トレド（2週間～以上、短期・長期留学の方） 
スペイン中部、マドリッドの南西に位置する世 界遺産の街「古都トレド」1561年にマドリッド 
に首都が移されるまで、首都として数々の支配 者に統治されてきた。タホ川が周りを囲むように
流れ、小高い丘にあ る城壁に囲まれた街の中は曲がりくねった石畳 の小路。一つ角を曲がると、
宮殿や古い教会が 目の前に壮麗な姿を現し、まるでタイムスリッ プした錯覚を覚える。16世紀
の画家、エル・グ レコが愛し、数多くの作品がいたる所に残る芸 術の街でもある。 

学校：語学学校へ入学 
■トレーニングと語学学校、地元のサッカーチームへの練習参加がパッケージになっています。送迎などは
全てアカデミースタッフに行われるのでお子様だけでの参加も安心です。 

クラブ：地元サッカークラブ 
・CD Toledo (トレド) 1928年からスペイントレド市にあるプロクラブチーム 
スタジアム: Salto del Caballo と練習 場の2面があり、トップチームは過去 最高セグンダディビシオンに所
属し、 国王杯ではレアル・マドリッドに勝利 をした歴史もある。カスティージャ州ではイニエスタが所 属
していたアルバセーテに次ぐ歴史の ある大きなクラブの一つである。 

・E.F.B. Odelot Toletum(オデロット) 
1995年からトレド市に設立されたチームでトップチームは 持っておらず、選手を育てる「アカデミー」と
してトレド 市の中でも有名なクラブの一つでもある。 
過去にはレアル・マドリッドやアトレティコ・マドリッド にも選手を輩出している。 

語学学校：1週間10時間授業 
・Aula Toledo(アウラ・トレド)  
トレド市旧市街にあるスペイン語学校 
個人授業、クラス授業、オンライン授業とあり、夏には色々な国からスペイン語を学びに生徒がやって来
る。 

インターナショナルスクール 
・International school San Patricio 
国際バカロレア機構が提供する国際的教育プログラムIBを取り入れているトレド唯一のインターナショナル
スクールです。入学には日常会話レベルの英語が求められます。（入学前にオンライン面接あり） 

滞在先：ホームスティ 
地元の家庭で過ごすホームスティはスペイン語の上達はもちろんスペイ
ン文化に慣れるのに最適です。 



How 
■サッカー留学の流れ 
留学される期間によって必要な手続きが変わってきます。 
３ヶ月以内の短期留学であればビザが不要ですので、現地の受け入れ先などが決定後すぐ
に留学を開始できます。３ヶ月以上１年未満の長期留学ではビザの取得が必要になります
ため、留学開始の約1年前ほどから準備を進める方が宜しいです。 

■スクールでのカウンセリング 
サッカー留学といっても期間や内容によって様々なパターンがあります。まずはご本人の
ご希望をお伺いしスクールで手配が出来ると判断した場合のみサポートをお受けしており
ます。具体的な留学プランがお決まりでない場合でもお気軽にお問い合わせください。 

■ビザ取得の流れ（準備とビザ申請に余裕を持って半年ほどみています） 
１：スクールでのヒアリング（オンラインでの面談など）・留学先、時期、期間の決定 
２：現地学校への入学金支払い、 
３：スクールサポート代金のお支払い 
４：ビザ申請書類の準備、ホストファミリーの決定 
５：スペイン大使館へビザ申請（未成年の場合は保護者同伴の面接があります） 
６：ビザが出来上がった後に出発（学校が始まる10日前を目安） 

 

 

Price 



■サッカー留学の必要費用（留学期間や学校によっても多少金額は変わりますのであくまで目安としてご参考ください） 

【レオン（長期留学）の場合】 
●出発前 
・スクール留学サポート手数料　￥110,000（税込） 
・ビザ取得代金　 　￥38,500（ビザ更新の方） 
・パスポート取得代金（ご本人はもちろんご両親もスペイン大使館面接時に必要になります） 
・現地医療保険代金　約￥100,000前後（保険会社により異なります） 
・航空券代金　　　　約￥90,000～200,000（航空会社により異なります） 
・現地学校入学金　　€300 
・現地スタッフ空港～ホストファミリーの家までの送迎／片道 ￥17,000＋実費 

※スクール留学サポート代金（出発前）：カウンセリング、スクール内での面談（必要な方）、スペインで
の学校、ホームスティ先の決定、サッカー練習先を手配します。またビザ取得に必要な書類でスペイン側で
準備する必要があるものを現地と連携のもと手配します。 

●出発後 
・ホームスティ代金　約￥90,000～（1日30€・１ヶ月） 
・現地学校授業料　　約￥70,000～（１ヶ月） 
・トレーニング費用　約￥65,000～（年間） 
・スクールサポート費用　毎月￥17,000＋消費税 

　　　　　      合計　約￥1,769,000 ～  (レオンの場合・１０ヶ月分） 

＜費用に含まれるもの＞ 
衣住費、食費（平日2食、休日3食）、空港送迎費用往復、学校入学手続き、入学後の連絡等、地元チーム
トライアル参加費 

＜費用に含まれないもの＞ 
現地医療保険、お小遣い、通信費、出発前の準備等に係る費用）サポート費用（利用必須）、学校の教科書、
学校制服その他現地校で必要になるもの 

※日本円の金額は為替レートにより増減致します 

【バレンシア（3ヶ月未満・ビザ手配なし）の場合】 
●出発前 
・パスポート取得代金 
・ビザ取得代金　 　￥38,500（３ヶ月以上の滞在の方） 
・現地医療保険代金　約￥60,000～（滞在期間保険会社により異なります） 
・航空券代金　　　　約￥90,000～200,000（航空会社により異なります） 



・プログラム代金　　 
2週間滞在 1500€ 
1ヶ月滞在 2,800€　 
2ヶ月滞在 5,500€ 

●出発後 
・スクールサポート費用　毎月￥17,000＋消費税 

※保護者付き添い１ヶ月1800€～ 
※1ヶ月以上の滞在はお問い合わせください 
※日本円の金額は為替レートにより増減致します 

【トレドの場合】 
●出発前 
・スクール留学サポート手数料　 
 3ヶ月以上滞在の方 ￥110,000（税込） 
 3ヶ月未満滞在の方 ￥55,000（税込） 
・パスポート取得代金 
・ビザ取得代金　 　￥38,500（３ヶ月以上の滞在の方） 
・現地医療保険代金　約￥60,000～（滞在期間保険会社により異なります） 
・航空券代金　　　　約￥90,000～200,000（航空会社により異なります） 

●出発後 
・スクールサポート費用　毎月￥17,000＋消費税 

＜＜語学学校の場合＞＞ 
2週間滞在 1,900€ 
1ヶ月滞在 3,300€　（2ヶ月以上の方は1ヶ月の費用x滞在月数となります） 

＜＜インターナショナルスクール＞＞ 
・学校学費 10ヶ月 約12,000€（中学1年の場合） 
・留学費用  1ヶ月約3,000€x10ヶ月 

＜費用に含まれるもの＞ 
サポート費用、衣住費、食費（平日2食、休日3食）、空港送迎費用往復、学校入学手続き、入学後の連絡
等、地元チームトライアル参加費 

＜費用に含まれないもの＞ 
現地医療保険、お小遣い、通信費、出発前の準備等に係る費用）学校の教科書、学校制服その他現地校で必
要になるもの 



Example１　 

■宮崎都城校出身のKくん 
2019年スクールが企画したスペインツアーに参加した際、スペインサッカーや街の雰囲気に魅了
され2020年からスペイン・レオンへの留学を決めました。 

●K君が留学を決めた理由をお聞きしました！ 
スペインツアーに参加して実際にレオンで現地チームのトレーニングに参加して、試合や練習が本
当に楽しくてサッカーに対する思いや意識が日本とは違うと感じました。日本でプロを目指しそ
こから海外を目指す進路もありましたが、「それでは遅い。今でないとダメだ」と強く感じたた
め一度訪れてとても街の雰囲気が良かったレオンへ留学を決めました。 

●ホストファミリー決定まで 
未成年の留学で非常に重要なのが現地で保護者の代わりになってくれ
るホストファミリーの存在です。現地の学校がホストファミリーを選
定しその後オンラインで顔合わせを行っています。 

●現地インターナショナルスクールへの入学 
国際バカレアの資格も取れるインターナショナルスクールへは日本の中
学校の先生から成績や推薦状を書いてもらい、無事に入学が認められました。主要な授業は英語
ですが、体育・芸術などはスペイン語で行いますので、出発前から英語とスペイン語の両方を勉
強していました。 

●留学を始めてみて変わったと思うこと 
知らない人とも前よりも気軽に話しかけたり話したりできるようになりました。スペイン語を自
分からもっと話していこうと意識しています。自分に自信が持てるようになったと思います。 
１８歳になった時にスカウトをもらえるように今後も頑張っていきたいです。 

Example２ 
■横浜山手校に所属していたHくん。 
2021年９月からレオンへ留学を開始して今までの感想を聞きました！ 

●まずは半年滞在してみてどうですか？ 
サッカーも勉強も本当に楽しいです。学校では仲がいいスペイン人の友達と5人組でいつも過ごし
ています。勉強でわからないことも教えてもらっています。サッカーは本当に今調子が良くて、日
本でわからなかったサッカーでの課題が、スペイン人の子の動きを見ていてどう動けばいいか、
相手の動きを真似してみたところうまくいきました。そこから本当にサッカーの調子がいいです。 



●ホストファミリーはどうですか？ 
何も問題なく楽しく過ごしています。自分の服の洗濯や部屋の掃除なんかも進んでやるようにして
います。休みの日はバレンシアやホストの子供が住んでいる街に旅行に連れて行ってくれたりしま
す。 

●大変なことはありますか？ 
最初来た時はやっぱりなかなかうまく話せなくて大変でした。でも日本にいる時から学校で使う
単語を毎週お父さんと一緒に勉強して、お母さんのテストを受けていました。そのおかげでスムー
ズに学校は慣れることができて勉強もついていくことができています。 

●これからの目標はありますか？ 
この前サッカーのチームで練習試合があった時にキャプテンを任されました。とても嬉しかった
けどうまく指示を出せなかったり、声をかけられなかったりしたので、今後もっともっとスペイ
ン語を勉強して自分で思ったことをもっと言えるようになりたいです。 

Example 3 
■愛知豊田校に所属していたSちゃん。 
2021年９月からレオン留学を開始して今までの感想を聞きました！ホストファミリーは子供が10
人の大家族！ 

●まずは半年滞在してみてどうですか？ 
最初は勉強やホストファミリーと過ごすのも何を言ってるかわからないし嫌でした。でも今は本当
に楽しいです。大家族なので何をするにしてもみんなで一緒に過ごして遊べます。同じクラスで仲
のいい友達もできて土日も遊びに誘われたりしています。 

●日本では地元の県での選抜女子チームにも所属していたSちゃん。スペインのサッカーはどうで
すか？ 
日本にいた時よりサッカーの成長スピードが上がった気がします。スペインに来てサッカーのみん
なの足の速さや体の強さ、考えるスピードが速かったり、最初はその速さについていくのがとても
大変でした。でもそんな練習をしていると本当に自分のサッカーも成長できていると思います。
サッカーについての関わりが１から学ぶことができています。 

●勉強はどうですか？ 
勉強は本当に大変です。ちゃんと留年しないで進学できるように今頑張っています。最初は全然わ
からなかったスペイン語も今は何を言っているか聞き取れるようになりました。でももっと自分
の気持ちなんかを伝えてしゃべれるようにしたいです。 

●これからの目標はありますか？ 
サッカーでは今所属しているチームのエースになることです！勉強ももっと頑張ります。 



About Covid-19 
■新型コロナウィルスの影響によるスペイン入国について 
現在スペインに入国する１２歳以上の方は以下の3点のうちいずれかの証明が必要です。いずれか
の書類をスペイン政府が作成しているフォーム上から登録しQRコードを発行し、それを入国の際
に提示する必要があります。 

（2022年7月時の条件です。予告なく変更になる可能性がございます） 
・ワクチン接種証明 
・治癒証明 
・陰性証明 

１２歳未満の方はこれらの証明並びに必要書類はありません。 
上記はスペイン入国に必要なものであり、ご利用する航空会社やその経由地により別々の規定が
ございます。また加入する海外旅行保険によってもコロナウィルス感染時の補償が異なります。 

Local Staff 
■スペイン在住スタッフがいるので滞在も安心 
スクールではスペイン在住日本人スタッフがいるのをご存知でしたか？ 
留学といっても最初にマドリードの空港に到着してから、ホストファミリーの家までの移
動、携帯電話の契約や現地で滞在ビザの申請。。など、細かいですがやらなければいけな
い事がたくさんあります。もちろん留学中、思わぬ怪我や病気などもあるかもしれませ
ん。そんな時日本とは時差もありご家族やスクールスタッフと連絡が取りにくい中で現地
に住む日本人のスタッフのサポートは非常に心強いものになります。 
日本とスペイン、両方で留学をバックアップしています。 

Inquaries 
■スペインサッカー留学に関する問い合わせ先 

・スクール留学専用LINE ＠943turkb


