
英語圏の国はたくさんありますが、ア
イルランド人の親しみ易さ、もてなし
の気質は、外国からやってくる学生が
異国での生活に馴染み言葉を学習する
のに大きな助けとなります。エメラル
ドの校長ビオンディ氏も初めはそんな
体験をした一人。イタリアからの留学
生としてアイルランドにて英語を学
び、その後、政府からの給費留学で名
門トリニティ大学を卒業。自らの体験も踏まえ、学生が良い環境でしっかり
学べる学校を作るべく、1986 年にこの地に学校を設立しました。現在では、
設備の整った美しい校舎で学べる充実のプログラム、また学生へのサポート
が充実した学校として、学生から社会人まで、ダブリンでもトップクラスの
人気を誇ります。ダブリン中心部からトラムで 15 分程の環境の良い住宅地
にある本校と、シティセンターにある新校舎はいずれも設備が充実。英語コー
スの他、無給インターンシップの手配プランや大学での聴講プランなど多彩
なプログラムも魅力です。

[ ][ ]

文学の宝庫と言われるアイルランド。アイルランド人は昔から言葉で伝え、言葉
で遊び、時には雄弁に自己を語ってきました。人口たった 500 万人という小さな
国でありながら、これまでにW.B イェーツ、バーナード・ショー、サミュエル・
ベケット、シーマス・ヒーニと 4人のノーベル文学賞受賞者を輩出。それ以外に
も「ガリバー旅行記」のジョナサン・スウィフト、オスカー・ワイルド、ジェームス・
ジョイスなど文豪が目白押し。ちなみに演説のうまさに定評のあったケネディ大
統領やレーガン大統領もアイルランド系のアメリカ人でした。
言葉に繋がる偉人たちをこんなに輩出している国アイルランド。
この国を 120％楽しむためにもアイルランドについてある程度予
習をしていく事をおすすめします。司馬遼太郎氏の「街道をゆく
シリーズ・愛欄土紀行」は独特の語り口で歴史や文化を縦横無尽
に語り尽くし、アイルランドを通じて米国や欧州をも知りえる名
著です。文庫版も出ているので出発前に是非どうぞ。

あの人もアイルランド人！

日本でもファンが多いアイリッシュ・ミュージック。もともとは家庭の台所や納屋、
季節の祭りなどで演奏されていたものが、18 世紀頃から吟遊詩人の活動により広
がって現在のようなスタイルが確立されたそう。伝統的な演奏スタイルはセッショ
ンとよばれる即興演奏。ストリートなどの公共の場所にてよく行われ、ショース
タイルの伝統的音楽はパブなどで演奏されます。アイルランドの歌姫と呼ばれる
エンヤの故郷は、アイルランド北西部のドネゴールにあるグウィドアという小さ
な村。父親が経営する「レオズ・タバーン」というパブで、子供時代のエンヤも
よく歌っていたとか。そのステージで今も毎晩のように
伝統音楽が披露されています。アイルランドといえば「パ
ブ」。どんな小さな町にも何軒かのパブがあり、毎晩近所
の仲間と食べて飲んで、生演奏のセッションを聞き、止
まらないお喋りを楽しむ…。それがアイルランド流！

【アンジェラの灰】
世界恐慌が吹き荒れた 20 世紀初頭、苦しくも逞しく生きた
子だくさんのアイルランド人一家の生活を、長男の視点から
描いた、人間への優しさとユーモアがちりばめられた秀作。
【マイレフトフット】
アイルランドの大家族を通し、人間の豊かさおかしさをユー
モアをもって描くアイリッシュファミリー物語。
【麦の穂をゆらす風】
アイルランドの対英独立戦争は今からたったの 100 年前。
内戦に至る悲劇と時代に翻弄されざるを得ない人間の心理
を描いた、ケン・ローチ監督のパルムドール受賞作品。

いずれもどうにも涙が流れる作品群です。

映画の舞台はアイルランド
この国をもっと知ろう！この国をもっと知ろう！

本 も が多 ジ もともと 家庭 台所

アイリッシュアイリッシュ音楽音楽の系譜、ビートルズもエンヤもの系譜、ビートルズもエンヤも

Emerald Cultural Institute
西の果ての緑の国、アイルランドへ行こう！

■ School Fact  ※ 2018-19 年実績
学生数   190名（10月）-250名（8月）

主な国籍
※年間平均

  ブラジル　17%   
  イタリア　15%　 
  韓国　　 10%
  フランス　9%
  日本　　　8%　

日本人割合   5％（2月）～ 10％（8月）

平均年齢   24 才  ※受講年齢 17 才以上

イギリスのさらに先、ぽっかりと浮かぶエメラルドの島アイルランド共和
国は北海道の面積に約 500 万の人びとが暮らす国。豊かな緑に包まれ、都
市部に暮らしていてもどこかのんびりと牧歌的な雰囲気があります。アイ
ルランドと言えば、人懐っこく、おしゃべり好きな人びとが思い浮かびま
す。初対面でもきさくに話かけてくる国民性は言葉を学ぶのにはもってこ
いの環境で、年間 10 万人以上の語学留学生がこの国を訪れています。一
度訪れると、なぜだか自慢したくなる、秘密のお気に入りを見つけたよう
な、そんな気持ちになる不思議の国です。

短期留学にも長期留学にも魅力的
ヨーロッパの果ての国、アイルランド

「アイルランド留学 6 つのおすすめポイント」
✓ ヨーロッパを中心に、 共に学ぶ学生の国籍バランスが多様！

✓ 政府が教育の質を監査、 認定校での充実した英語教育！

✓ 到着後のビザ申請で長期留学者は日本での手続きが簡単！

✓ 学生ビザ (25 週間以上受講 ) があればアルバイトもできる！

✓ 英語力があればインターンシップなどを体験することも！

✓ 人懐こく話好きの国民性、 EU 圏の英語の国としても大注目！

[ ][ ]教育の質・サポートが充実の人気校
Emerald Cultural Institute

各プログラムについては次ページにてご案内↓↓↓

アイルランドを知ろう ①

アイルランドを知ろう ②

アイルランドを知ろう ③
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集中英語で英語の総合力を付ける！
提携の大学での聴講プランも

日本から参加できるオンライン英語コース

基本の集中英語は、リスニング、スピーキング、読解、ライティングの 4つの基
本をコミュニケーションに重点を置きながら習得するプログラムです。週 20 時
間、月～金曜日の 9:00 ～ 13:15 の時間帯で受講します。さらに会話力アップに
おすすめが集中プラスコース。火・水・木曜日の午後に会話に重点を置いた 1ク
ラス 8名以下の少人数授業が追加されま
す。また、エメラルドはダブリン近郊に
あるMaynooth 大学と提携しており、英
語コースの後に大学のセメスターを受講
するGap Year Academic Programme( 受講
の諸条件あり ) を紹介しています。大学生の
長期留学にもおすすめのプランです。

オンラインコースは、週 10 時間、週 20
時間から選択でき、さまざまな国から参加
する学生とレベル分けされたクラスで学び
ます。事前のオンラインレベルチェックテ
ストと Zoom による教師との事前インタ
ビューで細やかに受講レベルを判定。レベ
ルに合わせた E-book を使用した効果的な
授業で幅広い英語を学びます。授業は担当教師制で、オンライン授業でもク
ラス内の受講者一人ひとりの特徴を把握した丁寧な指導を目指しています。

オンラインで英語コース（Emerald Cultural Institute）
世界各国から参加する学生と学ぶ、オンライン授業

渡航型の短期・長期留学（Emerald Cultural Institute）
ダブリンで英語留学、インターンシップ、聴講留学

ＵＴＳ国際教育センター　
㈱ユーティエス
観光庁長官登録旅行業第714号
〒 150-0002
東京都渋谷区渋谷 2-12-15
日本薬学会 長井記念館ビル１階

℡ 03-6418-0711

info@uts-japan.co.jp

国連大学国連大学

■ お問い合わせ・資料請求は

※入学金、授業料、教材費 (E-book1 レベル分 ) 、事務手続料を含みます。◆参加費用

[ ][ ]長期留学ならインターンシップに挑戦も！

※祝日：1/3、3/17、4/18、5/2、6/6、8/1、10/31（その他 12/17 ～ 1/2 間は休校）

期間 一般英語 ( 週 10 時間 )   （税込） 集中英語 ( 週 20 時間 )  ( 税込）

2 週間 38,000円 49,000 円
3 週間 51,000円 74,000 円
4 週間 64,000円 99,000 円
5 週間 75,000円 118,000 円

延長（1週間） 12,000円 / 週 23,000 円 / 週

月～金曜日
（土・日曜・祝日休み）

時間割
アイルランド時間

時間割
日本時間

 1 日 2 時間 /
   1 日 4 時間

英語授業

（オンライン）

Ⓐ 9:00 – 11:00 Ⓐ 18:00 – 20:00 集中英語

11:00 – 11:30 20:00 – 20:30 休憩

Ⓑ 11:30 – 13:30 Ⓑ 20:30 – 22:30 一般 /集中英語

オンラインコースの授業時間は下記の 2通りから選択ができます。
・週 10 時間（１日２時間）の一般コース：   後半のⒷの時間帯で受講
・ 週 20 時間（１日 4時間）の集中コース：   Ⓐ＋Ⓑの時間帯で受講

※ 3/27 以降は夏時間となり、日本時間は 1時間早くなります。例：Ⓐ 17:00 ～ 20:00

[ ][ ]毎週月曜日開始、 日本の夕方～夜で受講！
リーズナブルな費用で、 リアル留学の準備にも！

<プログラムの特徴>
・1クラス平均 5～ 10 名 (14 名以下 ) の少人数編成
・世界各国からの受講者と学ぶ国際クラス
・週 10 時間と週 20 時間、２つのコースから選択！
・対象レベルは初級者～上級者、約 11 段階の細やかなレベル分け
     ※事前のオンラインテストで、原則 41 点以上が対象
・事前のオンラインテストと教師による Zoomインタビューでレベルチェック
・グループやペアディスカッションを多様しスピーキングスキルをUP
・担当講師制の細やかな指導。ライティングの宿題も！
・学習プラットフォームを通して、学習内容の確認や交流もできる

授業料＋ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 集中英語コース
週 20 時間

集中プラスコース
週 26 時間

集中・集中プラス
2022 年 入校日

Gap Year Academic 
Programme

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
25週間
35週間

160,000円
229,000円
297,000円
418,000円
551,000円
683,000円
783,000円
1,037,000円
1,494,000円
2,063,000円

179,000円
259,000円
338,000円
476,000円
626,000円
777,000円
896,000円
1,188,000円
1,726,000円
2,389,000円

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

※左記以外の期間で
の受講も可能です。
その場合の費用はお
問い合わせ下さい。

期間、時期、費用、
諸条件などの詳細
は、お問い合わせ
ください。

・ 16 才以上対象　　　 ・ 初心者～上級、 約 11 レベル　　 ・ 1 クラス 14 名以下、 平均 10 名　　　
■ 3 か月以上は、 アイルランド到着後に、 学生ビザ ・ 滞在許可の申請が必要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：11,500 円（片道、ダブリン空港）     
・学生レジデンス（1人部屋、自炊）滞在追加料金：11,500 円／週　※目安
・教材費：1レベル 6,500 円～（現地払い）
・UTS 手続き費用 ( 大学生協割引 29,700 円 ) 別途

≪休校日≫ 1/1-3, 3/17, 4/18, 5/2, 6/6, 8/1, 10/31, 12/17 -1/2（2023 年）  

■研修費用  （授業料＋宿泊費＋入学金込み）　

エメラルドでは、アイルランド最大の教育系インターンシップ会社を通して、
希望の学生にインターン先を手配しています。年間 100 名以上の学生参加する
人気のプランです。
■インターンシップ手配料：€650( 約 87,000 円 )　
■期間：6週間以上
■参加申込条件：
①英語コース受講期間：学生ビザ（25 週間以上）
　　　　ワーキングホリデービザ（4週間以上）
②英語力：中級（B1）以上 （分野により C1以上）
　　　　※職務経験や学位が必要な場合もあり。
■インターンの主な受け入れ分野：
IT、マーケティング、ホスピタリティ、旅行会社、
アパレル、メディア、アート、広告、イベント、
NGO、医療、会計、一般事務など
※分野によりリモートインターンシップもあり

■集中プラスコース ( 週 20+6 時間 ) の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:00-11:00 英語授業 （文法と語彙他）

11:15-13:15 英語授業 （コミュニケーション他）

13:15-14:15 昼休み

14:15-16:15 フリー 少人数の会話重視授業 フリー

16:15- 宿題、 アクティビティ、 イベント etc.

◀ ◀ 体験者の動画

「エメラルドのサポートで充実のアイルランド生活」
✓ 多様なコース設定で目的に合わせて学べる！

✓ スポーツや見学など、 授業の他に楽しみの課外活動も充実！

✓ 日本人スタッフが常勤、 ビザ手続きや言葉の面でも安心！

✓ 12 週間以上の受講者にはメンターが定期的にアドバイス！


