
リングアクラブ 

レッスン スケジュール・料金表 

リングアクラブでは以下のようにレベルを分けています。 

※DELEやスペイン語検定の級は目安です。検定試験対策コース以外ではこれらの試験対策は行いませんの

でご了承ください。 

入門： DELE A1、 西検6級

目標：簡単な自己紹介ができるようになる 
学習内容：アルファベット、発音、SER、ESTAR、直説法現在形規則活用動詞など

初級 (1)： DELE A1、 西検6級

目標：日々の生活でよく使われる表現をスペイン語で理解し言えるようになる 
学習内容：HAY、直説法現在形の不規則活用動詞・再帰動詞、その他基礎的な文法事項など

初級 (2)： DELE A1、 西検6級

目標：旅行中に必要なやりとりをスペイン語でできるようになる 
学習内容：現在進行形、旅行で使えるシチュエーション別の会話練習など

中級 (1) ： DELE A2、西検5級

目標：過去の経験についてスペイン語で理解し表現できるようになる 
学習内容：直説法現在完了・点過去・線過去、経験や過去についての会話練習など

中級 (2)： DELE A2、西検5級

目標：スペイン語圏で生活するのに最低限必要なやりとりをスペイン語でできるようになる 
学習内容：直説法未来・過去未来・その他完了形、シチュエーション別の会話練習など

上級 (1)： DELE B1、西検4・3級

目標：一般的な日常会話において問題なく意思疎通できるようになる 
学習内容：接続法現在・過去、日常会話練習など

上級 (2)： DELE B2、西検4・3級

目標：たいていの状況において流暢かつ自然なスペイン語で対応できるようになる 
学習内容：接続法現在完了、過去完了、仮定法、シチュエーション別の会話練習など

超級： DELE C1・C2、西検2・1級

目標：スペイン語の細かいニュアンスを理解し、さまざまな分野で使いこなせるようになる 
学習内容：ビジネススペイン語、新聞記事、ニュース番組、本、映画など
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リングアクラブのレベル設定



リングアクラブ 

 

 
 

　　　　 
欠席の場合はレッスン動画・教材・宿題をお送りいたします。 

* 別途、教材代（3,000円）を頂戴いたします。 

* その他、教材が必要な場合は教材代を頂戴いたします。 

　グループレッスン

レベル 期間 日時 講師 定員
レッスン料*
（税込）

1 入門
1月20日～3月24日 
【全10回】

水曜日 (90分） 
19:00-20:30

Miki. K 
（日本人）

6名 37,500円

2 初級 (1)
1月16日～3月20日 
【全10回】

土曜日 (90分） 
14:30-16:00

Miquel. S 
（スペイン人）

6名 37,500円

3 初級 (2)
1月12日～3月23日 
【全10回】

火曜日（90分） 
14:00-15:30

Miki. K 
（日本人）

6名 37,500円

4 初級 (2)
1月16日～3月20日 
【全10回】

土曜日 (90分） 
11:00-12:30

Miki. K 
（日本人）

6名 37,500円

5 中級 (1)
1月14日～3月25日 
【全10回】

木曜日 (90分） 
14:00-15:30

Teresa. S 
（スペイン人）

6名 37,500円

6 中級 (2)
1月13日～3月17日 
【全10回】

水曜日（90分） 
8:00-9:30

Miki. K 
（日本人）

6名 37,500円

7 上級 (1)
1月13日～3月17日 
【全10回】

水曜日（90分） 
15:15-16:45

Miki. K 
（日本人）

6名 37,500円

　プライベートレッスン

講師 使用可能言語 学習内容
レッスン料*（税込） 

60分/回

日本人 
スペイン人

日本語 
スペイン語 
英語

文法・会話・試験対策など、ご希望に合わせてレッス
ン内容や日時等を柔軟に対応させていただきます。 
なんでもご相談ください。

8回：48,000円 
16回：80,000円
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２x２種類のレッスンタイプ（通学/オンライン、グループ/プライベート）
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リングアクラブ 

 

・Zoom か Skype を用いた講義形式のグループレッスンですが、質問したり発音を直してもらう

など、講師とその場で直接やりとりすることができます。 

・欠席の場合はレッスン動画と教材・宿題をお送りいたします。 

* 別途、教材代（3,000円）を頂戴いたします。 

* その他、教材が必要な場合は教材代を頂戴いたします。 

　グループレッスン

レベル 期間 日時 講師 定員
レッスン料*
（税込）

1 入門
1月12日～3月23日 
【全10回】

火曜日（60分） 
18:30-19:30

Miki. K 
（日本人）

4名 27,500円

2 初級 (1)
1月12日～3月23日 
【全10回】

火曜日（60分） 
20:00-21:00

Miki. K 
（日本人）

４名 27,500円

3 中級 (1)
1月16日～3月20日 
【全10回】

土曜日 (60分） 
13:00-14:00

Miquel. S 
（スペイン人）

４名 27,500円

4 上級 (1)
1月16日～3月20日 
【全10回】

土曜日 (60分） 
11:00-12:00

Teresa. S 
（スペイン人）

４名 27,500円

5 上級 (2)
1月18日～3月22日 
【全10回】

月曜日 (60分） 
14:00-15:00

Teresa. S 
（スペイン人）

４名 27,500円

　プライベートレッスン

講師 使用可能言語 学習内容
レッスン料* 
（税込）

1 日本人
日本語 
スペイン語 
英語 文法・会話・試験対策など、ご希望に

合わせてレッスン内容や日時等を柔軟
に対応させていただきます。 
なんでもご相談ください。

45分x10回 
49,500円

2
ネイティブ講師 
（トリリンガル)

日本語 
スペイン語 
英語

30分x10回 
25,000円

3
ネイティブ講師 
（バイリンガル)

スペイン語 
英語

30分x10回 
15,000円
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2. オンライン 
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リングアクラブ 

 

 
総合的なスペイン語力を身につけるには、文法力と会話力を同時にあげていく必要があります。 
リングアクラブのおすすめセットプランでは、グループレッスンで文法を学び、プライベートレッ
スンではその文法と対応した内容の教材を使って、ネイティブ講師と会話練習を行うことができ
ます。一度座学で学んだ知識をすぐに実践することができ、学習効果が飛躍的にあがります！ 
ネイティブ講師とのレッスンはレベルに合った教材を使って進めていくので「何を話せばいいかわ
からない」「会話が成立しないかもしれない」という心配はいりません。本当に使えるスペイン
語力を効率よく身につけたい方にはおすすめのプランです！ 

▷通学グループレッスン + プライベートレッスンの場合 

* 別途、教材代（3,000円）を頂戴いたします。 

▷オンライングループレッスン + プライベートレッスンの場合 

* 別途、教材代（3,000円）を頂戴いたします。 

組み合わせの種類（グループ10回＋プライベート10回） 合計金額*

1 通学グループレッスン + オンラインプライベートレッスン 
ネイティブ講師（トリリンガル）

62,500円 → 56,250円

2 通学グループレッスン + オンラインプライベートレッスン 
ネイティブ講師（バイリンガル）

52,500円 → 47,250円

組み合わせの種類（グループ10回＋プライベート10回） 合計金額*

1 オンライングループレッスン + オンラインプライベートレッスン 
ネイティブ講師（トリリンガル）

52,500円 → 47,250円

2 オンライングループレッスン + オンラインプライベートレッスン 
ネイティブ講師（バイリンガル）

42,500円 → 38,250円
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3. おすすめセットプラン

CC<!!"03-6316-5019 
info@linguaclub.jp 
https://linguaclub.jp

レッスンのお申し込みやレッスンに関する 
ご質問等はリングアクラブまでご連絡ください。

リングアクラブ 検索

東京都台東区浅草橋1-35-8 ラミアカーサ101 
JR総武線 浅草橋駅　西口徒歩3分 
都営浅草線 浅草橋駅 A4出口徒歩4分

Ub6ÈÉ�&$T
文法 [知識] 会話 [実践]✖


