ECマルタ 夏季ジュニアプログラム
開催期間：2017
開催期間：2017年
2017年6月17日～
17日～8
日～8月27日
27日
参加期間：上記日程中１週間以上
対象年齢：8
対象年齢：8～13歳/
13歳/13
歳/13～
13～17歳
17歳
滞在先オプション：ホームステイ
またはホテル寮
開催地：St.
開催地：St. Martins College
空港日本語サービス

ECのジュニアプログラムでは、特定日、特
定便利用者に限り、空港での日本語サ
ポートサービスをご提供しています。
■対象到着日：７月２３日（日）、７月３０日
（日）、８月６日（日）
■対象到着便：ドバイ経由エミレーツ航空
該当者には空港で日本語スタッフによる出
迎えがあり、簡単なオリエンテーション、質

ECジュニアプログラムの授業の最初のス
テップは、まず英語に慣れること。すでに
持っている英語の知識＝学校で少しでも
習ったことのある単語や文法、表現を活性
化させ、英語でのコミュニケーションに生か
せるように練習を繰り返します。また同時
に、クラスメート達と新たな知識を学びな
がら、よりスムーズに、また自分の思いや
意思を、より正確に伝えられるよう練習し
て行きます。
授業初日には簡単なレベルテストがあり、
その結果に応じてクラス編成が行われま
す。クラスで用いられる教材や話題は、若
い学生さんを対象としたものなので親しみ
やすく、国は違っても共通の話題の多い年
代同士、楽しく授業が進められます。また
万が一クラスのレベルが合わない場合に
は、先生と相談の上でレベル変更も可能
です。

問の時間を設けた後に各ホストファミリー
宅に移動となります（無料）。

滞在先について

8歳～13歳：学校寮または親子滞在（ホテ
ル、アパートホテル等）
13～17歳：ホームステイ、ホテル寮、また
は親子滞在（ホテル、アパートホテル等）
①学校寮（8～13歳）
St. Martin’s College敷地内にある学校寮
に滞在。部屋は広さに応じて4～6人部屋
程度となります。学校寮内には２４時間EC
ECマルタ校/
ECマルタ校/St.
マルタ校/St. Martin’s College
スタッフが常駐、寮内でのゲーム、工作等
今では世界５カ国にキャンパスを持つEC のアクティビティーも行われます。その他
ですが、その発祥はマルタの現地校。ＥＣ 詳細については別途お問い合わせくださ
の夏季ジュニアプログラムは、現在もＥＣ い。
のグループ校であるマルタの私立名門校 ②ホームステイ（13～17歳）
St. Martin’s Collegeの校舎で行われま
マルタの家庭でファミリーたちと、また家庭
す。英語を学び、地中海文化に触れるの によっては他の国からの留学生とも一緒
はもちろん、ヨーロッパを中心とした世界中 に過ごす滞在スタイル。家族の一員として
からの同年代の子供たちと共に学べるの 過ごすことになるので何かあった時にも安
が魅力です。
心ですが、同時にそのファミリーの習慣や
生活スタイルを尊重することも大切です。
英語の授業について
■寝室：部屋の大きさに応じて最大３人部
■クラス定員：１５名
屋利用。友達同士で滞在したい等のリクエ
■レベル数：８
ストが無い限り、他の国からの同性の参加
■レッスン数：週２０レッスン
者と同室になります。室内には勉強机とク
（1レッスン＝４５分）
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。
また上記航空便以外でのご到着、及びマ

ルタ出発時の日本語スタッフによるチェック
インサポートは、別途料金お一人１回５０

ユーロにてお受けしております（航空会社

によるエスコートサービスとは別途）。ご希

望の際には事前にお問い合わせください。

■食事：３食提供（学校提供分を含む）
• 朝食：ファミリー宅にてジュース、コー
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
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
ともあります。場所が分からない場合
には、自分からも聞いてみるようしてく
ださい。
• 昼食：平日は学校で提供。週末はホス
トファミリー提供のパックランチ。
• 夕食：パスタやミートパイ、肉料理＆野
菜等のワンプレートが主流。
※上記は例であり、ファミリーによって食事内容も
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
はファミリーにも直接伝えるようにしてください。また
食べられない物や苦手なものがある場合、提供され
る食事の量が少なかったり多すぎたりする場合にも、
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
ださい。

■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。到着後にファミリーに確認するよう
にしてください。洗濯は通常週に１回です
ので、下着等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。
■シャワー＆トイレ
他のジュニアの学生やホストファミリーとの
共用になります。特に朝は使用人数が増
え、またマルタは水の貴重な国ですので、
シャワーは５～１０分程度で済ませられる
ようにしておいてください。
■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が、日頃の
整理整頓は自分でもきちんとするようにし
てください。タオルやビーチタオルは自分
の物を用意してください。
■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。
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③ホテル寮（13～17歳）
ブジッバ、アウラ地域の数軒のホテルを利
用。一部フロアやブロックがジュニア留学
生専用となります。英語合宿のような雰囲
気で、世界中からの留学生たちと共に生
活をしながら英語を学ぶので、英語力と
同時に自立心も身に付きます。
■寝室：最大４人部屋利用で、友達同士
で滞在したい等のリクエストが無い限り、
他の国から同性の参加者と同室になりま
す。ただしタイミングによっては一部期間
一人部屋利用となることもあります。また
室内には、ベッド、クローゼット、テレビが
あります。滞在中に備品の損壊や紛失が
あった場合、滞在学生の共同責任となり
ますので、ご注意ください。
■トイレ＆シャワー：寝室にあるトイレ＆
シャワーを利用。ホテルアメニティーは提
供されませんので、シャンプーやせっけん
等は持参してください。
■食事：３食提供
• 朝食例：紅茶／コーヒー、トースト、
ジャム、シリアル等のブッフェ式
• 昼食例：学校で提供のランチ。サンド
イッチやピザ等
• 夕食例：肉＆魚料理、野菜、パスタ、
サラダ、スープ等のブッフェ式

※食物アレルギーがある場合には、お申し込み時に
お伝えいただき、合わせて食事の際には必要に応じ
てカフェテリアのスタッフや、ECスタッフに確認するよ
うにしてください。

■洗濯：業者のランドリーサービスを利
用。買い物袋１袋分程度で１4ユーロ（2016
年例）。希望者はスタッフに申し出てくださ
い。また水着や下着などの小物は手洗い
で室内で干すことも可能です。
■掃除：週に１回シーツ交換があります
が、日頃の整理整頓、清掃は各自行いま
す。
■貴重品管理：鍵のかかるスーツケース
内に保管するか、またはホテルのセーフ
ティーボックスを利用してください。
授業の行われるSt. Martin’s Collegeでは
無料WiFiの利用が可能です。利用方法に
ついては学校のＥＣスタッフに確認してくだ
さい。
①ホストファミリー：ほとんどのファミリーに
WiFiがありますが、滞在学生が無断で大
容量ダウンロードを行い、ファミリーに課金
されてしまう等のケースが出ています。利
用は簡単なメールチェック、ＳＮＳ利用だけ
に留めるようにしてください。またインター
ネットが利用できないファミリーの場合に

インターネット利用

は、学校やアクティビティー先で利用す
るようにしてください。
②ホテル寮：ロビーなどの共用エリアで
有料でＷｉＦｉ利用が可能。ホテルのレセ
プションで必要分数や日数に応じて５～
２５ユーロ程度のカードを購入してログ
インして利用します。カードを使い切った
り日数が過ぎてしまったりした場合に
は、追加購入の上引き続きご利用くださ
い。具体的な利用方法はホテルによっ
て異なりますので、ホテルのＥＣスタッフ
にご確認ください。
ご注意＆お願い：近年スマートフォン＆
WiFiの普及により、海外から日本への
連絡やサイトアクセスが容易となり、留
学中にも携帯電話が離せず、日本のご
家族やお友達と連絡を取り続けるという
ケースが頻発しています。英語学習は
もちろん、新しい友達づくりやファミリー
との交流等、異文化を体験する上での
妨げになりますので、留学中のスマート
フォン利用は、簡単な安否確認、または
緊急用（着信通話はできる状態にしてお
いてください）のみとしていただけますよ
うお願いいたします。
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アクティビティー

ジュニアプログラムには観光やスポーツ
等、習った英語を使いながら楽しく放課後
や夜の時間が過ごせる各種アクティビ
ティーが含まれています。
• 1週間に5回の半日アクティビティー
• 1週間に3回の夜のアクティビティー
• 1週間に1回の1日アクティビティー
（出発週を除く）
下記は2015年実施のプログラム例です
が、毎日の集合時間等を含む具体的なプ
ログラムは、ご到着時にお渡しするウェル
カムパックの中に入っています。
8～13歳対象のアクティビティーについて
は、別途お問い合わせください。
ジュニアプログラム日程例（13～17歳）

学校への通学方法と所要時間

①学校寮（8～13歳）
教室のある学校は敷地内にあります。また
外出アクティビティーの後は、ECバスで学
校寮までECリーダーと共に戻ります。
①ホームステイ滞在（13～17歳）：
ＥＣのホストファミリーのある地域には、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分程度まで、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。最
寄のＥＣバス停から学校までは、１０～４０
分程度です。
②ホテル寮滞在（13～17歳）：
ホテル寮前から同じホテルに滞在する学
生と一緒にＥＣバスを利用します。

安否確認・日本との連絡

ECのプログラム参加者の到着安否確認に
ついては、ご本人と保護者の方の間で
行っていただきます。またプログラム実施
中は学校のFacebookにてプログラムの様
子などが紹介されることもあります。
また病気や怪我等、日本への連絡が必要
な場合には、学校から担当の留学エー
ジェント様を通じて、更に緊急の場合には
保護者の方に直接連絡をさしあげることも
あります。
プログラム実施中、参加者と保護者の方
の間では、電話やSNS等を用いてのご連
絡が可能ですが、アクティビティー中、授
業中などには返信が出来ず、特にジュニ
アの参加者の場合自分が楽しく過ごして
いると、家族の方への連絡は後回しになっ
てしまう傾向がありますので、安否確認の
相互連絡は、事前にご家族の間でルール
を決められておくことをお勧めいたします。

午前

午後

夜

09:00-12:30

13:00-16:30

20:00～

日曜日

到着

月曜日

レベルテストとオリエンテーション

火曜日
水曜日

夕食 自由時間

昼食 イムディーナ観光

夕食 ウェルカムパーティー

スリーマ観光＆ランチ

昼食 一般英語

夕食 自由時間

一般英語

昼食 メリッハビーチトリップ

夕食 インターナショナルナイト

木曜日

アニマルパーク

昼食 一般英語

夕食 マルタナイト

金曜日

一般英語

昼食 コミノ島クルーズ

夕食 自由時間

土曜日

自由時間

昼食 ゴールデンベイトリップ

夕食 サタデーパーティー

日曜日

自由時間または有料オプショナルツアー参加（ゴゾ島、シチリア島）

月曜日

マリーンパーク

昼食 一般英語

夕食 フォームパーティー

火曜日

一般英語

昼食 ウォーターパーク

夕食 自由時間

水曜日

ゴーカート

昼食 一般英語

夕食 インターナショナルナイト

木曜日

一般英語

昼食 リヴィエラベイトリップ

夕食 ビーチバーベキュー

金曜日

ヴァレッタ観光

昼食 一般英語

夕食 自由時間

土曜日

出発

夕食 自由時間

ECマルタ 夏季ジュニアプログラム
多いので必要な場合には持参をお勧めし た場合や、現金の盗難に遭ってしまった
場合にも、ECでの立て替え等は法的に
ます）、常備薬等
行えませんので、ご注意ください（民間の
■雨具、水筒
海外送金サービスのご利用推奨）。また
■携帯電話（緊急用）、カメラ、電子辞 ご到着時の週末は空港を含めて銀行は
書、変圧器＆変換プラグ等
営業していませんので、到着後すぐに必
■辞書、ペン、鉛筆＆消しゴム、ノート等 要な分に関しては、ユーロの現金をお持
ちください。
の勉強道具
■写真やコイン、楽器等、自分の国のこ
とや特技が披露できるグッズ。自分用の [物価例]
500mlのペットボトルの水やソフトドリンク：
日本のお菓子（お煎餅、キャンディー）な １ユーロ（自動販売機）、ポテトチップスの
ども、それを勧めることをきっかけに仲良 小袋やチョコレートバーなどのおやつ：５
くなったり、話題にできたりします。
０セント、海辺の売店でのアイスクリー
ム：２ユーロ、マクドナルドのセットメ
■お小遣い
お小遣いは週７０ユーロ程度を目安に、 ニュー：６ユーロ、お土産のキーホル
インターネットの利用頻度やお土産の購 ダー：４ユーロ 等
健康管理・保険
入予定などを参考に用意してください。高
プログラム実施中に体調を崩し、持参の 額の現金保管は管理上お勧めできませ ※上記持ち物リストは一例です。参加者の普段の
常備薬服用等で改善が見られない場合 んので、海外でも使えるキャッシュカード 生活なども参考に、実際に持って行く物や金額は判
や、怪我等の理由で病院での診察や治 とのご併用が便利です。またプログラム 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。
療が必要な場合には、ホストファミリーや 開始後にお小遣いが足りなくなってしまっ
学校スタッフが病院にお連れします。
ECのジュニアプログラムに参加される場
合、必ず海外旅行保険に加入するように ご注意：当資料でご案内している内容は、資料作成時での情報です。今後事前の通知なしに変更になること
し、ご本人にはどこの必要書類が入って がありますので、実際の行動は必ず現地スタッフに確認しながら行うようにしてください。
いるか、必ず把握しているようにしてくだ
さい。
また現地で困ったことや分からないことが
あった場合には、必ずまず学校やホスト
ファミリー、ホテル寮担当者に相談するこ
とを前提としてください。現地でのご相談
なしに日本に連絡をされると、時差の関
係などもあり、かえって混乱を招いてしま
うことがあります。また日本からの緊急連
絡が必要な場合には、お申し込み後にご
案内するECの２４時間緊急連絡先の番
号がご利用いただけます。
またＥＣマルタ校およびＥＣ本社オフィス
には日本人スタッフが複数名勤務してい
ます。ジュニア専任スタッフではありませ
んが、緊急時には日本語でのサポートが
可能です。

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：ジーン
ズ、T-シャツ、ブラウス等。また冷房対策
としてカーディガンや薄手のジャケット
等。
■夜外出用の服：ジーンズ以外のパンツ
スタイルや、スカート、ワンピース等
■靴：歩きやすい靴や運動靴。夜外出用
の靴（ダンス可能なもの）
■日よけ、熱中症対策（必須）：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、タオル、海外旅行用ド
ライヤー（ホテル滞在の場合備え付けの
ものもありますが、１部屋の滞在人数が
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