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開催期間（２０１７年）
- 第１回：５月１日～１２日
- 第２回：９月２５日～１０月６日
プログラム期間：２週間
滞在先オプション：ホームステイ、
学生寮、ホテル、アパートホテル
通学方法：ＥＣ通学バス利用
対象年齢：５０歳以上
対象レベル：全レベル
クラス定員：最大６名
クラブ50
クラブ50＋プログラムとは？
50＋プログラムとは？

子育てが一段落してから、定年退職をして
から、ゆっくりと念願の語学留学をしてみた
いと思われるのは、日本人だけではありま
せん。ECでは世界各国からのそんな皆さ
んにふさわしい授業、アクティビティーをご
用意して、５０歳以上の留学生を応援して
います。年齢は決して「気にする」ことでは
ありませんが、国籍は違っても、同世代の
人との方が共通の話題が多く、授業中の
会話が弾むのも事実。世界中からの同年
代の仲間たちと一緒に、地中海の美しい島
国マルタで、充実した留学生活をお送りく
ださい。
英語の授業について

■クラス定員：最大６名
■レベル数：６
■レッスン数：週２０レッスン
（１レッスン＝４５分）
クラブ５０＋の授業では、日常的な雑談や
お喋り、観光や日常生活に必要な英語を、
場面やトピックに合わせて学び、同時に必
要な文法や単語などを身につけながら英
語力を高めていきます。また通常の英語の
クラスでは１２名のクラス定員を、クラブ５
０＋では６名までとし、出来る限り自分の
ペースで勉強できるよう配慮しています。レ
ベルは初級を含む６レベルに分かれてい
て、入るクラスは事前のオンラインテスト、

または初日のレベルチェックで決まります ■食事：朝・夕食をファミリーにて提供
が、コース開始後に先生と相談の上で、必 • 朝食：ファミリー宅にてジュース、コー
要に応じて変更することも可能です。
ヒー／紅茶、牛乳、シリアル、トース
ト、ジャム等。テーブルに一人分ずつ
滞在先について
用意されるのではなく、それぞれが冷
蔵庫や食器棚から自分で用意するこ
ＥＣのプログラムでは、皆さんのライフスタ
ともあります。場所が分からない場合
イルに合わせた滞在先が選べます。
には、自分からも聞いてみるようしてく
ださい。
ホームステイ：
•
夕食：パスタやミートパイ、肉料理＆野
語学留学の定番とも言えるホームステイ滞
菜等のワンプレートが主流。
在。ＥＣでもマルタ観光局の許可を得た数
多くのファミリーと契約があり、また５０歳以 ※上記は例であり、ファミリーによって食事内容も
上の方の受け入れに慣れた家庭も多くあり 様々です。アレルギーがある場合には、必ずお申し
込み時にお知らせいただき、また念のため到着後に
ます。
はファミリーにも直接伝えるようにしてください。また
ファミリー滞在は現地の生活に触れられる 食べられない物や苦手なものがある場合、提供され
絶好の機会となり、病気など何かあった時 る食事の量が少なかったり多すぎたりする場合にも、
にも心強いものですが、同時に受け入れ 遠慮なくファミリーに伝えて調整してもらうようにしてく
側のファミリーの習慣に合わせる必要も出 ださい。
てきます。マルタの一般的なホストファミ ※昼食は、学校内または学校近くにテイクアウトのお
リーでの滞在は以下のような形態となりま 店やカフェ、レストランなどが数多くあるので、そちら
で各自お好きな物を召し上がりください。ヨーロッパの
す。
ランチは、サンドイッチなど簡単なもので手早く済ませ
ることも多いです。
■寝室：クラブ５０＋の皆さんには、シング
ルルームのご利用をお願いしています。ま
た部屋はシングルルームでも、他の寝室に
別の留学生が滞在し、１家庭での滞在学
生は複数名となることがほとんどです。
室内には勉強机とクローゼットが備え付け
られていますが、勉強机は共有エリアにあ
る場合もあります。また夏の日差しの強い
マルタでは、敢えて寝室を日当たりの悪い
場所にしたりすることも多く、また照明も白
熱灯を好むので、必ずしも日本のような
「明るい」部屋とは限りません。
またバスルーム（シャワー＆トイレ）の利用
は家族や他の学生との共用が基本となり
ます。別料金にて専用バスルームが使え
るホストファミリーもありますが、数に限り
があるので、ご希望の場合にはお早めに
お問い合わせ、お申し込みください。特に
マルタは島国で非常に水の貴重な国です
ので、シャワーは５～１０分程度で済ませる
ことがほとんど、またバスタブの使えるファ
ミリーはありません。
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■洗濯：洗濯はファミリーがしてくれる場
合、または洗濯機の使い方を教わって自
分でする場合等、ファミリーによってそれ
ぞれですので、到着後にファミリーに確認
するようにしてください。また洗濯の頻度
は週に１回が基本になるので、衣服はそ
れに十分な数をお持ちください。またマル
タは水が貴重な国ですので、２回以上の
洗濯を希望する場合には、別途費用の支
払いが必要になることもあります。
■掃除：掃除とシーツの交換は１週間に１
度ファミリーが行ってくれます。掃除やそ
の他の用事があって、皆さんが外出中に
ファミリーが寝室の中に入ることもあります
ので、予めご了承ください。
■貴重品管理：寝室内で鍵のかかるスー
ツケース内に保管してください。用事が無
い限りファミリーは寝室内には入りません
が、子供や親戚の子供などが言いつけを
守らずに部屋に入り、デジタルカメラなど
をいじってしまうケースもありますので、貴
重品の管理はご自身で十分にお願いいた
します。
ホテル：
せっかくの海外生活、気兼ねなくゆったり
と過ごしたい方にお勧め、また特にマルタ
はリゾートで有名な国ということもあり、最
近人気が高まっているのがホテル滞在で
す。ＥＣのあるセントジュリアン地域はマル
タでも特に数多くのホテルの集まるエリア
なので、３星から５星レベルまで、必要に
応じたホテル選びが可能です。最近はイ
ンターネットによる自己手配も容易になっ
てきていますので、セントジュリアン、また
は隣のスリーマエリアまででお選びいただ
いた上でご自身でご予約いただくか、また
はＥＣを通じてのお手配も可能です。
キッチン付ホテル＆短期滞在アパート：
気兼ねのない暮らしはしたいけれど、２週
間の間ずっと外食は辛い、という方には簡
易キッチン付ホテル、短期滞在型アパート
オプションがあります。同じくホテル予約サ
イトからご予約いただくか（Booking.comな

どの海外のホテルブッキングサイトでは、
検索の時点でキッチン付のものを選べる
機能があります）、またはＥＣ提携の施設
からお選びください。
学生シェアアパート：
キッチン付ホテルは費用的に負担、ＥＣの
一般の留学生が通うシェアアパートで、自
由に滞在したいという方のためのオプショ
ン。２ＬＤＫ～４ＬＤＫ程度のアパートで、
キッチンやリビング、バスルームは共同利
用というシェアハウス型の滞在先です。同
じアパート内に滞在する学生は２０代の若
い学生がほとんどで、且つ文化の違う国
からの留学生のため、生活のリズムや社
会常識等の違いから、クラブ５０＋参加者
が学生アパートに滞在されると、戸惑われ
ることもあります。但し数室に限っては、１
ＬＤＫ型でキッチンやリビングルーム、バス
ルームを含めて１人で利用できるタイプの
部屋もあり、希望される方はお早めに空き
状況確認の上、お申し込み可能です。
学校への通学方法と所要時間

ＥＣのホストファミリーのある地域の全て、
またホテル滞在の場合にはセントジュリア
ンとスリーマエリアには、ＥＣ独自のＥＣバ
ス停が設定されていて、通学の際は最寄
のＥＣバス停を利用する形になっていま
す。ホストファミリーからＥＣバス停までは
徒歩５分前後、到着後にホストファミリー
が場所を教えてくれます。また学校やアク
ティビティーからの帰宅時には、自分のバ
ス停で下車、そこから徒歩でファミリー宅
まで戻るようにしてください（アメリカのドラ
マなどで見るようなスクールバスのイメー
ジ）。最寄のＥＣバス停から学校までは、１
０～３０分程度ですが、交通事情により更
にかかる場合もあります。

国際電話：インターネット利用

国際電話利用：
ホストファミリー宅では、たとえ日本の国際
電話カードを持っていたとしても、日本との
通話はお控えください。カードの使用方法
を間違えたり、または故意に通常料金で
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国際電話を利用したりして、後からファミ
リー宅に巨額の通話料が請求されてしま
うケースがあるためですのでご理解くださ
い。国際電話カードを利用されたい場合に
は、マルタで市販されている物があるの
で、そちらをご購入の上でご利用いただく
か、または持参の携帯電話をご利用下さ
い。またSkypeやLineなどにチャージを入
れて、通話が可能な状態にしておいても
便利です。
インターネット利用：
ＥＣ校内、またはほとんどのホストファミ
リーや街中のファーストフード店内等で、
無料WiFiの利用が可能です。日本からの
機種をご利用の場合、設定等不明な点が
あった場合には、学校の日本人スタッフに
ご相談ください。
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携帯電話利用：
ＥＣとして携帯電話のご持参を推奨するも
のではありませんが、現地で何かあった場
合に緊急連絡先に電話ができる状態であ
ることが望ましいため、あくまでも「緊急用」
として持参されることをお勧めいたします。
ただし国際ローミング等の設定にご注意い
ただき、また緊急以外の通話用には、
SkypeやLine等のWiFi利用を前提した通話
機能に慣れておかれることをお勧めいたし
ます。

では現地事情に合わせてプログラムが急
遽変更になったり、必ずしもプログラム表
に書かれた時間通りに進まないことも多々
あります。プログラムには、ゆったりとした
気持ちで参加されることをお願いいたしま
す。
健康管理・保険

プログラム実施中に体調を崩し、持参の常
備薬服用等で改善が見られない場合や、
怪我等の理由で病院での診察や治療が
必要な場合には、ホストファミリーや学校
アクティビティー
スタッフが病院にお連れします。
ＥＣのクラブ５０＋プログラムには、同プロ ECのプログラムに参加される場合、必ず
グラム参加者だけで楽しむアクティビ
海外旅行保険に加入するようにし、ご本人
ティーが含まれています。
にはどこの必要書類が入っているか、必ず
下記は2016年実施のプログラム例です 把握しているようにしてください。またクレ
が、毎日の集合時間等を含む具体的なプ ジットカード付帯の保険は、適用範囲に制
ログラムは、ご到着時にお渡しするウェル 限があることが多いためお勧めいたしませ
カムパックの中に入っています。但し海外 ん。またどうしてもカード付帯で済ませれる
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場合でも、現地で保険手続きが必要になっ
た場合に備え、保険会社の緊急連絡先や
保険内容を記した書類をお持ち下さい。
プログラム参加時の持ち物（例）

■通学・アクティビティー用の服：５月も１０
月も季節の変わり目となるため、年によっ
て気候は様々です。直前の天気情報を参
考に、服装を整えてください。またヨーロッ
パからの参加者とは体感温度が異なり、
教室の温度設定などで意見が異なること
もありますのでご注意ください。
またマルタのレストランはカジュアルな雰
囲気のことが多いので、ウェルカムディ
ナーなどでも特別な服装の用意は必要あ
りません。自由時間に高級レストランに行
かれる場合には、短パン、ジーンズ以外の
服装で、女性であればシンプルなワンピー
スやアンサンブル程度をご用意ください。
■靴：歩きやすい靴や運動靴。夜外出用
の靴。

【実施プログラム例】
午前

午後

夜

09:00-12:30

13:00-16:30

20:00～

日曜日

月曜日

到着
レベルテストとオリエンテーション
英語授業開始

昼食 自由時間

夕食 自由時間

夕食 ウェルカムディナー

火曜日

英語授業

昼食 バレッタツアー

夕食 自由時間

水曜日

英語授業

昼食 イムディーナツアー

夕食 自由時間

木曜日

英語授業

昼食 自由時間

夕食

金曜日

英語授業

昼食 ハーバークルーズ

夕食 自由時間

土曜日

１日ゴゾツアー

昼食 １日ゴゾツアー

夕食 サタデーパーティー

日曜日

自由時間またはオプショナルツアー参加
（シチリア島ツアー／１２９ユーロ、マルタ１周ボートクルーズ／４２ユーロ）
パラッツォパリジオ＆ガーデン

オプショナル（うさぎ料理レストラン／
２５ユーロ）

夕食 自由時間

月曜日

英語授業

昼食

火曜日

英語授業

昼食 自由時間

夕食 自由時間

水曜日

英語授業

昼食 ハジャーイム神殿＆アールダラム洞窟

夕食 インターナショナルナイト

木曜日

英語授業

昼食 自由時間

夕食 ビーチバーベキュー

金曜日
土曜日

英語授業

昼食
出発

（旧貴族の邸宅）

修了式＆お別れ会
オプショナル（スリーシティーズツアー）

夕食 自由時間

夕食 自由時間
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■日よけ対策：帽子、サングラス、日焼け止
めクリーム
■歯ブラシ＆歯磨き粉、シャンプー＆リンス
等の洗面用品、海外旅行用ドライヤー（ホ
ストファミリー宅にもドライヤーはありますが
一人一台あるわけではないので、持参をお
勧めします）、常備薬等。ヨーロッパではマ
スクをつける習慣はなく、風邪気味でもマス
クをつけていると奇異の目でみられますの
でご注意ください。
■雨具、水筒
■携帯電話（緊急用）、電子辞書、変圧器
＆変換プラグ（イギリスと同じＢＦタイプ）等
■辞書、ペン、鉛筆＆消しゴム、ノート等の
勉強道具
■写真やコイン等、自分の国のことが紹介
できるグッズ。自分用の日本のお菓子（お
煎餅、キャンディー等）なども、それを勧め
ることをきっかけに仲良くなったり、話題に
できたりします。
■所持金
プログラム参加中に必要な所持金は人に
よって大きく異なりますが、週１００ユーロ程
度を目安に、お土産の購入予定やオプショ
ナルツアーへの参加予定などを参考にご
用意ください。また高額の現金保管は管理
上避けていただき、必ずクレジットカード
（VISAまたはMASTER推奨）や海外でも使
えるキャッシュカードとの併用をお願いいた
します。クレジットカードのご利用は、スー
パーなどでも通常１０ユーロ程度から利用
可能ですが、個人商店や小額の場合には
使用できない場合があります。
[物価例]
500mlのペットボトルの水やソフトドリンク：１
ユーロ（自動販売機）、カフェでのコーヒー：
１．５ユーロ、テイクアウトやカフェでのサン
ドイッチ；２～５ユーロ程度、カフェやバーで
のワイン：グラス４ユーロ程度～、マクドナ
ルドのセットメニュー：６ユーロ、ピッツェリア
での食事：８～１０ユーロ程度、レストランで
の食事（飲み物を含む）：１人３０～５０ユー
ロ程度

※持ち物リストは一例です。参加者の普段の生活など
も参考に、実際に持って行く物や金額は判断するよう
にしてください。現地で追加購入が必要になった場合
には、学校スタッフにご相談ください。
よくあるご質問とその答え

● 参加者数が少なく、プログラムが中止に
なることはありますか？
→ＥＣクラブ５０＋プログラムへの参加者
は、通常４０～５０名程度です。万が一参加
者数が少なかった場合にも、プログラム中
止にはなりませんが、アクティビティーの数
が少なくなります。またクラスは合うレベル
が開講されなかった場合には、５０歳以下
の方もいる６名までのクラスに入っていただ
くこともあります。但しＥＣのプログラムは１
０年以上運営されていますが、上記が該当
になったのは１度のみ、過去７年間で該当
はありません。
● 参加者の国籍はどうなっていますか？
→２０１６年の実施例ですと、
春のプログラム：スウェーデン１２％、スイス
１２％、日本１０％、デンマーク８％
秋のプログラム：フランス１８％、スウェーデ
ン１２％、スイス１２％、ブラジル１２％
ですが、回によって変動の大きいプログラ
ムですので、その旨ご了承ください。
● 英語の初級者なのですが、大丈夫です
か？
→日本の中学校レベルで勉強した知識が
あれば、海外の英語学校では「一番下のク
ラス」ではないので大丈夫です。但しある程
度できた方が楽しめるのは事実なので、独
学でも英会話教室でも、日本で少し復習＆
勉強をされた上で参加されることをお勧め
します。
● ホストファミリーが合わなかった場合、変
更は可能ですか？
→可能です。ただし「合わない」と思われて
いる事情をお伺いし、それが「誤解」に基づ
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くものであれば、誤解を解くことを優先する
場合もあり、またファミリー変更が問題解決
に結びつかないと思われる場合には、他の
滞在先をお勧めする場合もあります。
● クラスが合わない場合、変更は可能で
すか？
→可能です。「合わない」と思われている事
情をお伺いし、それに応じたクラスに移動し
ていただきます。どうしても該当のクラスが
無い場合、またご本人にふさわしいと判断
される場合には、５０歳以下の方が参加さ
れている６名までの少人数クラスをお勧め
する場合もあります。
● ２週間ではなく、もう少し長く参加するこ
とは可能ですか？
→クラブ５０＋プログラムの前後に一般英
語のクラスを組み合わせて長めの滞在に
することができます。ミニグループコースで
あればクラブ５０と同じ６名までの少人数ク
ラスで、参加者の平均年齢も高めのことが
多いのでお勧めです。またＥＣでは６月１５
日から９月４日まで、３０歳以上限定の１２
名定員の一般英語クラス（クラブ３０）があ
るので、期間によってはこちらと組み合わ
せることも可能です（クラブ３０にはアクティ
ビティー、通学バスは含まれません）。

