
マルタ大学付属
語学学校



学校情報

マルタ大学付属語学学校 (Malta University Language School)

【学生数】約130人

【レベル数】5レベル 初級～上級 (Elementary, Pre‐Intermediate, 
Intermediate, Upper Intermediate, Advance)

【クラス人数】14名まで

時間割 集中英語コース (Intensive Course)

9:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30

授業 休憩 授業
時間割 一般英語コース
(General Course)



英語研修

5週間コース
マルタ到着：

2023年8月5日(土)
マルタ出発：
9月9日(土)

General English 一般英語コース
〈授業時間数〉5週間コース 75時間（週15時間）
週15時間の一般英語コースで、スピーキング、リーディング、
ライティング、リスニングの総合的なレベルアップを目指す
プログラム。経験豊富な講師が生徒一人一人と向き合い、弱点
を克服し長所を伸ばすレッスンを提供します。

Intensive English 集中英語コース
〈授業時間数〉5週間コース 100時間（週20時間）
（週15時間 一般英語コース ＋ 週5時間 会話レッスン）
週15時間の一般英語コースでの総合的なレベルアップに加え、
さらに週5時間の会話クラスで、スピーキング、リスニングの
強化を図ります。

研修参加費用（一名様につき）‐次ページをご参照下さい。
料金に含まれるもの：
空港往復送迎、寮35泊、語学学校学費と登録料、日本語アシスタントによる
オリエンテーション
環境税…2016年6月より環境税が施行－マルタ政府が宿泊施設を介し
１８歳以上の旅行者へ課す税金

【現地到着時に支払いが必要なもの】
・学生レジデンスのセキュリティデポジット 200ユーロ（現金）
（退寮時に問題が無ければ全額返金されます）



マルタ大学付属語
学学校
（一般英語）

2023年8月5日～
㋈9日(5週間）

15時間/
週

75時間
寮・TWN with Ensuite Bathroom in a 
Cluster Apartment

379390
円

マルタ大学付属語
学学校
（一般英語）

2023年8月5日～
㋈9日(5週間）

15時間/
週

75時間
寮・SGL with Ensuite Bathroom in a 
Cluster Apartment

419030
円

マルタ大学付属語
学学校
（一般英語）

2023年8月5日～
㋈9日(5週間）

15時間/
週

75時間
寮・SGL with Shared Bathroom in a 
Shared Apartment

429600
円

マルタ大学付属語
学学校
（一般英語）

2023年8月5日～
㋈9日(5週間）

15時間/
週

75時間
寮・TWN with Shared Bathroom in a 
Shared Apartment

384680
円

マルタ大学付属語
学学校
（集中英語）

2023年8月5日～
㋈9日(5週間）

20時間/
週

100時間
寮・TWN with Ensuite Bathroom in a 
Cluster Apartment

424690
円

マルタ大学付属語
学学校
（集中英語）

2023年8月5日～
㋈9日(5週間）

20時間/
週

100時間
寮・SGL with Ensuite Bathroom in a 
Cluster Apartment

464330
円

マルタ大学付属語
学学校
（集中英語）

2023年8月5日～
㋈9日(5週間）

20時間/
週

100時間
寮・SGL with Shared Bathroom in a 
Shared Apartment

474900
円

マルタ大学付属語
学学校
（集中英語）

2023年8月5日～
㋈9日(5週間）

20時間/
週

100時間
寮・TWN with Shared Bathroom in a 
Shared Apartment

429980
円



マルタ大学付属語学学校の魅力

トップレベルの講師と志の高いクラスメイト

マルタ共和国唯一の国立大学、マルタ大学付属の語学学校で、トップレベ
ルの講師陣と、世界各国出身の志の高い学生達と共に学ぶことができます。

国際交流が盛んな環境
滞在先は学生レジデンスCampus Hubです。世界各国から集まる語学学校の

学生だけでなく、現地大学生との交流も可能です。日々の生活を通じても
英語を身につけることができる環境です。キッチンが付いているので、地
元のマーケットで地中海の食材を購入しての自炊が可能です。

国際色豊かな教室

ドイツ、イタリア、スイス、スペイン、ロシア、トルコなど様々な国籍・
文化を持つ生徒たちと同じクラスで学びます。

生きた英語が身につく

授業ではインプットだけでなく、課外授業でのアウトプットを通じて実践
的な英語を身に付けることが可能なプログラムです。



マルタ英語研修のポイント

トップレベルの講師陣と

世界各国出身の志の高い学生達と
共に学ぶことができる

実践的な英語が身に付くプログラム

現地では日本語スタッフが
マルタ到着日から最終日まで
皆様をしっかりとサポート

一般英語コース(週15時間
か集中英語コース(週20時間)
どちらかの選択が可能

オプショナルツアーや現地アク
ティビティへの参加が可能

学生レジデンスでの滞在中

マルタ大学の学生や世界各国出身
の留学生達と生活を共にし
日々交流を図ることが可能

世界遺産と地中海に囲まれた環境

学生ラウンジやプール、スタディ
ルームなどの設備が利用可能。
学生レジデンスにはカフェや
ショップ、郵便局も併設。

セキュリティスタッフが24時間対応



共同キッチンスペース

ツインベッドルーム

スタディルーム

学生レジデンス University of Malta Campus Hub

ラウンジ



マルタの魅力

年間を通して温暖な地中海性気候に属しており、
年間の平均気温は24度、冬(12月～3月)でも16度程度で、
日本より過ごしやすい気候です。

マルタは国土が小さいながら、多くの世界遺産を有する国であり、
その歴史的背景から様々な文化の交わる国です。
また、碧く美しい海も魅力のひとつです。

マルタは他の欧米諸国と比較して治安が良く、テロの危険等も
少ないため、安心して学校生活を送ることができます。

年間を通して
温暖な

地中海性気候

マルタから欧州主要都市までは飛行機で1～3時間程度。
ライアンエアーなどの格安航空が乗り入れているため、
マルタ滞在中に気軽にヨーロッパ他国への小旅行も楽しめます。

治安の良さ

世界遺産と
多様な文化

欧州各国への
アクセスが
容易

マルタはイタリア、シチリ
ア島の下に位置する人口
52万人、総面積316㎞の島国



地中海に浮かぶ島国マルタは地中海の要衝として様々な文化の影響を受けて
います。古代フェニシア、ギリシャ、ローマ、アラブ、近代ではイギリスな
ど多くの民族がマルタに足跡を残しており、その片鱗を様々な場所で感じる
ことができます。カトリックの国として、年間を通して盛大な宗教行事も行
われます。

世界遺産 マルタ騎士団

マルタ各地に残された巨石神
殿群は世界遺産にも登録

いまだ解明されていない謎も
多く、考古学者が日々研究を
進めています。

ハイポジウム地下神殿ハジャールイム神殿

タルシーン神殿

マルタ騎士団は、中世に結成され
十字軍を支えた聖ヨハネ騎士団が
原点。マルタに騎士団の本拠地が
置かれたことにより、マルタ騎士
団と呼ばれるようになりました。
負傷者の保護、救済が主な任務で
した。ヴァレッタを中心に見られ
る壮大な建築物は、騎士団時代の
ものが多数存在しています。

ヨーロッパ最古の
劇場のひとつ
マノエルシアター

聖ヨハネ大聖堂

騎士団が現在の首
都ヴァレッタに先
がけて作った都市
スリーシティーズ

敬虔なカトリック教徒の多い

マルタでは、宗教に因んだ祝祭
日のイベントが多数開催されま
す。特に夏は毎週のように各地
でお祭りが開催され、マルタの
文化に触れる絶好の機会です。中世の首都 イムディーナ

アラビア語で城壁の町の名の通り、堀に囲まれた中は16世紀の面影を
多く残しています。

マルタの文化Ⅰ



【ゴゾ島一日観光 /英語ガイド付き /土曜日催行】
マルタのチェルケウワ港からフェリーで約25分の牧歌的な魅力溢れるゴゾ島を
訪れます。5600年の歴史を物語る太古の神殿ジュガンティーヤ、ゴゾ島の中心
首都ヴィクトリアの大城塞チタデルを訪れます(昼食込み)。

【ヴァレッタ半日観光 /英語ガイド付き /月曜日催行】
マルタの首都であり、聖ヨハネ騎士団により築かれた要塞都市ヴァレッタ。
強固な城壁に囲まれた旧市街は世界遺産にも登録されています。政治、文化の

中心地です。カラヴァッジオの絵画がある聖ヨハネ大聖堂、歴代の騎士団長の館
として使用されていた騎士団長の宮殿は必見です。

【グランドハーバークルーズ /毎日催行】
バレッタとスリーシティーズを約90分で巡るハーバークルーズです。クルーズ船

に揺られながら、敵からの攻撃を守ってきた要塞のスケールを実感してください。
騎士団時代の強固な城塞、ユニークなデザインの見張り台、キラキラした海、
はちみつ色のマルタストーンのコントラストなど、見所がたくさんあります！

【青の洞門とマルサシュロックマーケット散策半日観光
/英語ガイド付き /日曜日催行】
青の洞門は波が台地を浸食した結果、巨大なアーチが造られたもの。天候が良け
ればボートに乗船し海上からの見学が可能です。その後マルタの伝統的な漁村
マルサシュロックで毎週日曜日に開催されるマーケットを訪れます。食材だけで
なく、ここではお土産の購入も可能。

マルタでのアクティビティⅠ
ご希望によりオプショナルツアーもご参加可能です。下記以外にもございます。
基本の研修プラン料金には含まれておりませんので、ご希望に応じてご予約を承ります。
さらなるマルタの魅力を満喫できます！



【シチリア島日帰りツアー/英語ガイド付き】
マルタから、イタリアのシチリア島への日帰り
ツアーです。シチリアまでは高速フェリーで
ヴァレッタから約1時間半の船旅です。チョコレート

の街モディカを訪れます。アステカ帝国由来の伝統
製法で作るモディカチョコレートは不思議な食感で
す。ラグーサイブラではバロックスタイルの旧市街
を散策。シクリという小さな村に立ち寄り、帰路へ。
この機会に是非、お隣の島シチリアも訪れてみては
いかがでしょうか。

【体験ダイビング(約2時間)】
ベテランインストラクターが丁寧に
指導します。相手が理解しているか

何回も確認し、身振り手振りで教えて
もらえます。水中でも、異常がないか
逐一確認がありますので、初心者の方
でも、安心してダイビングに挑戦して
いただけます。

ご希望により下記オプショナルツアーもご参加可能です。
基本の研修プラン料金には含まれておりませんので、ご希望に応じてご予約を承ります。
さらなるマルタの魅力を満喫できます！

マルタのアクティビティⅡ
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