
週ごとのレッスン数 20レッスン（15時間）
レッスンの時間帯 午前中または午後
1レッスン時間　 45分間
1クラスの最大人数 6名
コース期間　　　 1週間または2週間
コース開始日 料金表を参照必要
英語レベル　　　 エレメンタリーレベルより

月曜日　　 火曜日　　　 水曜日　　　　 木曜日　　　 金曜日　
9.00-
10.30

Testing,
placement and
induction
Introductions and
ice breaking
activities

Vocabulary
building
Holidays and
travel

Reading skills
Looking for specific 
information in a 
timetable

Functional
language
Reserving a table
(telephoning)

Intonation
Sounding polite

Vocabulary
Food / adjectives

Listening
(song) for gist
and discussion

Vocabulary Building
Word families

Review of week’s
work

Grammar
Auction

10.30 Break Break Break Break

11.00-
12.30

Functional
Language
Language of
opinions/agreement/
disagreement

Grammar
Past simple and
continuous

Speaking
Travel stories

Reading skills
A review of a
restaurant

Speaking
Traditional dishes

Speaking
mini presentations

Webquest
Local places of
interest

Speaking
Plans for the weekend 
language of invitations 
and suggestions

40歳以上の方のコース

マルタ | スリーマ

ielsmalta.com facebook.com/ielsmalta

こちらのプログラムは比較的近い年代の仲間たちと一緒に、英語力
を伸ばすことを希望している40歳以上の生徒様に向けてご用意し
ております。

1クラスの生徒数は最大6名で、週20の英語レッスンが行われます。大きめのグル
ープに比べ、教師は個人個人に目が行き届き、個人の必要に応じた内容に十分フ
ォーカスすることが出来ます。またより多くのスピーキングの機会を持つことが出
来ます。語彙力を増やし、文法力をつけながら基本の読む、書く、聞く、話すのスキ
ル向上に努めていきます。コースの終了時までにはコミュニケーション能力を向上
させ、自信を持って、自主的に物事に対処出来ていることを実感出来るでしょう。

教室風景 レセプションエリア 学校校舎 教室内の生徒さん

サンプル時刻表



レジャープログラム

マルタ | スリーマ

こちらのプログラムは比較的近い年代の仲間たちと一緒に、素敵な内容の文化的なプロ不ラムも楽し
みながら、英語力を伸ばすことを期待している40歳以上の生徒様に向けてご用意しております。

第1週
•	 学校初日のウェルカムミーティング	/パーティー
•	 マルタの以前の首都、イムディーナのガイドツアー
•	 フィルムナイト
•	 ワインテイスティング（Marsovin）
•	 ゴゾ島ガイドツアー 

 

第2週
•	 ハーバークルーズ
•	 ブルーグロット＆マルサルシュロック
•	 マルタの首都、バレッタガイドツアー
•	 ラゼット・エル・アンティック		-		マルタの民族エンターテ
イメント

曜日　 午前中　　 午後　　　 夕方以降
土曜日/日曜日 ご	到着

月曜日 ウェルカムミーティング＆
英語レッスン

午後　自由時間/オプショナルアクティ
ビティー ウェルカムパーティー

火曜日 英語レッスン ワインテイスティング 自由時間/オプショナルアクティビティー

水曜日　　　　 英語レッスン 自由時間/オプショナルアクティビティー フィルムナイト

木曜日　　　 英語レッスン イムディーナツアー 自由時間/オプショナルアクティビティー

金曜日　 英語レッスン 自由時間/オプショナルアクティビティー

土曜日　　 ゴゾ島ガイドツアー

日曜日　　　 自由行動

月曜日　　 英語レッスン キャプテンモーガン　ハーバークルー
ズ 自由時間/オプショナルアクティビテー

火曜日　　 英語レッスン ブルーグロット＆マルサルシュロック 自由時間/オプショナルアクティビティー
　　

水曜日　　　　 英語レッスン 自由時間/オプショナルアクティビティ
ー　　

ラゼット・エル・アンティック　－　マルタ
の民族エンターテイメント

木曜日　　 英語レッスン バレッタガイドツアー 自由時間/オプショナルアクティビティー

金曜日　 英語レッスン 自由時間/オプショナルアクティビティー　　

土曜日/日曜日 ご出発

ielsmalta.com facebook.com/ielsmalta



学校初日のウェルカ
ムミーティング
学校の初日にウェルカムミ
ーティングを行い、アクティビ
ティーの詳細と合わせて、マ
ルタ島に関する役立つイン
フォメーションをお知らせし
ます。夜にはウェルカムパー
ティーが行われます。生徒の
皆さんはフレンドリーな雰囲
気の中で、ほかの生徒さんや
IELSのレジャーチームスタッ
フと交流する良い機会とな
ることでしょう。

マルタの以前の首
都、イムディーナのガ
イドツアー
イムディーナの歴史は約
4000年以上前にさかのぼり
ます。夜に明かりが灯り、静
寂の町として知られるイムデ
ィーナは時代を超越した雰
囲気があり、文化財であると
同様に、訪れる人々を魅了し
続けています。

イムディーナは以前は異
なる名前でした。中世の頃
は‘Citta’	Notabile’　気高い
都市として記述されていま
す。マルタの位の高い人たち
にとっての本拠地でした。12
世紀前半ごろにイムディー
ナを本拠地としていたノルマ
ン人、シチリア人、スペイン
人軍の子孫が今も暮らして
います。
見事な邸宅は細い、石畳の
通りにあります。気高い都市

の歴史はイムディーナエキ
スペリエンスショーにて詳し
く説明されています。この都
市の狭く、風が吹きすさぶ町
を散策しつつ、この島の景色
を見渡してみましょう。

フィルムナイト
映画の鑑賞を行います。言
語は英語です。

ワインテイスティング
（Marsovin）
Marsovinはマルタ国内でよ
く知られている名前です。プ
レミアムワインの生産品と同
じ意味合いです。350年もの
間、地下貯蔵庫にて保管され
ていたマルタで優れたワイナ
リーの1つです。
地元で生産され、選ばれたワ
インの試飲とワインに合うア
ピタイザーの試食をすること
が出来ます。

ゴゾ島ガイドツアー
マルタの滞在は静かなゴゾ
島を訪れることなくして、完
璧なものとはなりません。緑
あふれる段々畑のようなフィ
ールド、絵葉書のようなビレ
ッジ、見事なバロック様式の
教会のような場所やとてもの
んびりとした生活スタイルは
忘れがたいものとなるでしょ
う。エクスカーションではビク
トリアの城塞、アズーリウィン
ドーなど訪れます。	

ハーバークルーズ
バレッタの2つのハーバー
の周辺をクルーズします。バ
レッタとスリーシティーズの
歴史は1565年と1942年の
2つの大きな戦いに関わり
があります。クルーズにて歴
史ある砦、海側からのみ眺
めることの出来る絶壁や入
り江など、興味深い場所を
見ることができるでしょう。こ
のクルーズにおいて、英語の
ナレーションを聞くことが出
来ます。

ブルーグロット＆マ
ルサルシュロック
地中海の清く澄んだ水が青
のあらゆる色合いに変わりま
す。（天気が良ければボート
の乗って、	洞窟内を探索出
来ます。）マルサルシュロック
は美しい漁村でマルタ島の
南部にあります。いろとりどり
のボートやシーフードが売ら
れている絵葉書のような漁
港として知られています。
この伝統的なマルタの漁村
はお見逃しなく。カメラも持
参しましょう。

マルタの首都 /バレ
ッタガイドツアー
マルタの首都であるバレッタ
はナイツによって形成され、
造られた都市と呼ばれてい
ます。このツアーでは有名な
グランドハーバーが一望出
来るアッパーバラッカガーデ
ン、マーチャントストリート、

レパブリックストリートをご
案内します。アトラクションの
バレッタ5Ｄを楽しみ、その
後はショッピングの時間も持
てます。

ラゼット・エル・アン
ティック
ラゼット・エル・アンティッ
クはマルタの伝統を紹介
するエンターテイメントで、
味わい深いスローフードの
ファームハウス料理に特化
し、1000年にも及ぶマルタ
の食や、食し方の紹介に努め
ています。

ielsmalta.com facebook.com/ielsmalta

MALTA | Sliema

イムディーナ ゴゾ ブルーグロット マルタの民族エンターテイメント

エクスカーション＆アクティビティー


