
Emerald 
Cultural 
Institute
www.eci.ie

Experience Tradition, Embrace Innovation

 Japanese 日本語版



世界に出会う
幅広い年齢、様々な国籍の生徒たちと、 
インターナショナルな雰囲気で学べます。

素晴らしいロケーション
（イギリス・アイルランド）
広々としたそれぞれのキャンパスで最高の
言語学習を提供します。

バラエティ豊かな
アクティビティ
活気ある、様々な種類のアクティビティに
参加できます。

Why 
Emerald?

私たちのプログラムについて

滞在をまるごとサポート
滞在期間がよりよいものとなるよう、学校
スタッフがあらゆる面をサポートします。
滞在先の種類の多さも特色です。

質の高い英語クラス
英語教授の資格所持、経験豊富な講師がク
ラスを行います。

一人ひとりへの見守り
ベテラン講師と経験豊富なスタッフが、一
人ひとりの生徒を見守ります。

豊富な種類のプログラム
各種スポーツ、音楽、STEMなど10のプログ
ラムから選べます。

60分レッスン
実質15時間授業 / 週
インターナショナルクラス
エメラルド講師による
オリジナルカリキュラム
（様々な文化トピックを含む）
エメラルド コース修了証書

選択可能で豊富な種類の校外学習と
校内アクティビティ
ホームステイ、もしくは
学生寮から選択可能
無料ウェルカムキットプレセント
（アイルランド観光マップ、生徒カード）
エメラルド・チューター
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マルチ・アクティビティ・プログラム,  学生寮  （イギリス）

サンプル・プログラム

マルチ・アクティビティ・プログラム,  ホームステイ  （アイルランド）
1週目 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

8.00 - 9.00 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食
9.00 - 12.15 シティ

オリエンテー
ション

ゲーリック
スポーツ

トリニティ大学
ケルズの書
見学

アイリッシュ
ダンス

ゲーリック
スポーツ博物館
クロークパーク

ワンデイ
トリップ︓
パワーズコート
　＆

グレンダーロッホ

午前︓フリー

午後︓
エメラルド
オリンピック

12.15 - 13.30 ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ
13.30 - 15.00 レベルテスト＆

オリエンテーション
 文法 & 
実践演習

15.00 - 15.15 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩
15.15 - 16.45 リスニング &

スピーキング

地理＆世界情勢

18.00 - 19.00 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食
夜 アイリッシュ音楽 ディスコ・ナイト

8:00  朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食

9:

到着 

レベルテスト 英語クラス 

ワンデイ
トリップ︓

ローマ浴場
&　観光

12:30  ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ

14:00  選択
アクティビティ

スポーツ/アート/
料理/水泳 etc

ハーフデイ
トリップ︓

コリニウム博物館 

アフリカンドラム
ワークショップ

ハーフデイ
トリップ︓
グロセスター
ウォーターフロント
＆ 教会見学

17:30 自由時間 自由時間 自由時間 

18:30 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食

20:00 荷物整理
など 

チーム対抗
クイズ大会 

50 50ナイト 借り物競争 仮装
ダンスパティ― 

ムービーナイト

22:30 消灯 消灯 消灯 消灯 消灯 消灯 消灯

スポーツ /
環境問題
ワークショップ
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1週目 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

00  

 文法 & 
実践演習

 文法 & 
実践演習

 文法 & 
実践演習

リスニング &
スピーキング

アイルランド作家

リスニング &
スピーキング
ケルト文化

リスニング &
スピーキング
アイルランド
伝統音楽

リスニング &
スピーキング
プレゼンテー
ション

英語クラス 英語クラス 英語クラス 英語クラス 



プログラム紹介

マルチ・アクティビティ・プログラム
アイルランド,　イギリス

年齢　 11 - 17
2週間～
実質15時間授業 / 週　（英語クラス）
豊富な種類のアクティビティビティ
（午後 ＆ 夜）
週1回　ワンデイ・トリップ
歴史＆文化について、オリジナル教材使用
エメラルド・プロジェクト・ブック ＆ 日誌
をプレゼント
滞在期間の出来事を記録します
ホームステイ、学生寮から
滞在先を選べます

インテンシブ・コース
アイルランド,　イギリス

年齢　 14 - 17
2週間～
実質21時間授業 / 週　
15時間（英語クラス）＆ 
6時間（特別クラス）
「特別クラス」は以下から選択可　
英会話 ＆ スピーキングスキル 
リーダーシップ ＆ イノベーション
週2回　校外にて文化体験
週1回　ワンデイ・トリップ
受講英語レベル、コース開始日はお問合わせ
ください



トリニティ大学　ワトソンクラブ
STEM プログラム
アイルランド

年齢　 13 - 14 / 15 - 17 
実質10時間 授業 / 週　（英語クラス）
実質10時間 STEM授業 / 週
物理、数学、エンジニアリング、 テクノロジー

週2回　STEMワークショップ ＆ 
アクティビティ
受講英語レベル　B2以上
豊富な種類のアクティビティ
(午後 ＆ 夜）
週1回　ワンデイ・トリップ
ホームステイ、学生寮

ヤング・アダルト・プログラム
ディスカバー・ダブリン
アイルランド

年齢　 16 - 18
実質20時間 授業 / 週　
週2回　校外アクティビティ
毎日　  夕食後アクティビティ
エメラルド・チューター
シティ・センターでのフリータイム
週1回　ワンデイ・トリップ
授業内容︓
リーダシップ、ビジネス英語、実用ライティ
ング、アイルランド文化
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英語+ 選択コース: 

ユーベントス・サッカー

レインスター・ラグビー

乗馬

ゴルフ

音楽

アイルランド

年齢　 11 - 17
実質15時間 授業 / 週　（英語クラス）
実質10時間 特別授業 / 週 
各種スポーツ
合奏 ＆ オーケストラ 
学校、トレーニング施設への
専属バスによる送迎
週1回　ワンデイ・トリップ
夕食後　アクティビティ

プログラム紹介
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キャンパス情報

マリノ・インスティテュート
ダブリン, アイルランド

シングルルーム（シャワー、トイレ付）
キャンパス内カフェテリア
東京ドーム約2個分のスポーツ施設、
庭園、グラウンド
学生寮マネージャーと学校スタッフが
24時間滞在
大規模屋内体育館
生徒専用　アクティビティ ＆ 
リラックススペース
市内中心部からバスで15分
セキュリティ・カードによる学生寮入室
ランドリー設備
フリー Wi-Fi完備

トリニティ大学 
＆トリニティ・ホール
ダブリン, アイルランド

シングルルーム（シャワー、トイレ付）
ツインルーム（シャワー、トイレ付）
トリニティ・ホールにて授業受講
キャンパス内カフェテリア
学生寮マネージャーと学校スタッフが
24時間滞在
トリニティ大学設備使用
プール、ボルダリングジム、屋内体育館、
スカッシュコート、ダンススタジオ、
リラックススペース ＆ ゲームルーム
ランドリー設備
フリー Wi-Fi完備
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キャンパス情報

アレクサンドラ・カレッジ
ダブリン, アイルランド 

ホームステイ滞在
学生寮　シングル/ツインルーム
（シャワー・トイレ共有）
キャンパス敷地　東京ドーム約1個分
市内中心部から路面電車で10分
サッカー、ラグビー、アスレチック、バス
ケットボール、ホッケー、テニスコート
学生寮マネージャーと学校スタッフが
24時間滞在
ミルタウン駅　徒歩1分
屋内アリーナ
最新設備のクラスルーム
キャンパス内カフェテリア
フリー Wi-Fi完備

グリフィス・カレッジ
ダブリン, アイルランド 

学生寮　ツインルーム
（アパートメントタイプ）
セント・ステファンズ・グリーン駅　最寄り
3食　ビュッフェ・スタイル
学校内カフェテリアにて
学生寮マネージャーと学校スタッフが
24時間滞在
フリー Wi-Fi完備
25の設備の整ったクラスルーム
ランドリー設備
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セント・ラファエラズ校
ダブリン, アイルランド 

ホームステイ滞在
ダブリン市南部に立地　
美しい郊外住宅街エリア
市内中心部から路面電車で15分
スポーツアリーナ
グラウンド（雨天使用可）
26の設備の整ったクラスルーム
エメラルド・カルチュラル・インスティ
テュートの一番歴史あるサマーセンター
テニスコート
校内カフェテリア
ショッピングセンターへ徒歩5分

サンディ・フォード校
ダブリン, アイルランド 

ホームステイ滞在
広大な屋外スポーツ施設
テニスコート
校内カフェテリア
ラネラー地区から徒歩2分
市内中心部から徒歩20分
市内中心部から路面電車で5分
20の設備の整ったクラスルーム
現代的で大規模なスポーツ施設
美しい緑地内のグラウンド
ラネラー地区に隣接

9



キャンパス情報

バリンティア・コミュニティ校
ダブリン, アイルランド 

ホームステイ滞在
多種多様なスポーツ施設
グラウンド（雨天使用可）、屋内アリーナ、
バスケットコート、テニスコート
ダイニング・ホール
市内中心部からバスで20分
設備の整ったクラスルーム
ホストファミリー宅へ好アクセス
演劇スペース
ガーデン

ウェストンバート校
コッツウォルズ, イギリス

オンキャンパス学生寮
オックスフォード、ストラトフォード＝
アポン＝エイヴォン、バースへ隣接
イギリスの自然環境、野生生物の特別
スタディープログラム
多種多様なスポーツ施設
屋内プール
学生寮マネージャーと学校スタッフが
24時間滞在
3食　ビュッフェ・スタイル
学校内カフェテリアにて
フリー Wi-Fi完備
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年齢　 9- 15



コブハム・ホール
ケント, イギリス

オンキャンパス学生寮
東京ドーム約13個分の田園敷地
多種多様なスポーツ施設
屋内プール
ロンドン中心部より電車で20分
ダンス・ドラマスタジオ、アートルーム
学生寮マネージャーと学校スタッフが
24時間滞在
3食　ビュッフェ・スタイル
学校内カフェテリアにて
美しいリラックススペース
フリー Wi-Fi完備

ワース校
サッセクス, イギリス

オンキャンパス学生寮
ロンドン・ブライトンへ好アクセス
東京ドーム約43個分の田園敷地
ワース修道院に隣接
多種多様なスポーツ施設
9ホール ゴルフ場
ガトウィック空港より10分
学生寮マネージャーと学校スタッフが
24時間滞在
3食　ビュッフェ・スタイル
学校内カフェテリアにて
フリー Wi-Fi完備
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Emerald Cultural Institute  
10 Palmerston Park, 
Rathgar, Dublin  
D06 H9X8  
Ireland  
t +353 1 4973361   
f +353 1 4975008   
e emerald@eci.ie  

www.eci.ie




