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Sprachcaffe Languages Plus

シュプラッハカフェ ランゲージ プラス

ホテルを丸ごとリノベーションした
巨大屋外プール付きのキャンパスでリゾート留学
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追記

現地購入

レート€=130

追記
5週間以上で無料！

最安値プラン

追記
目安　月＄700

目安　月＄700

マルタ・Sprachcaffe Languages Plus
学費・ビザ・滞在費用 2週間 4週間 8週間

一般英語
週20レッスン

一般英語
週20レッスン

一般英語
週30レッスン

学校申込金 € 35 € 35 € 35
学校教材費・設備費 € 50 € 50 € 50

授業料 € 300 € 600 € 1,600
滞在手配費 ー ー ー

滞在費（下記いづれか）

8週間の場合、
最初の4週間のみ

ホームステイ
2人部屋・３食付 € 600 ー € 600

学生寮
2人部屋・食事なし ー € 720 ー

学生ビザ申請費 ー ー ー

小計　EURO€ € 985 € 1,405 € 2,285

①小計　日本円　 ¥128,050 ¥182,650 ¥297,050

渡航前にかかる費用 2週間 4週間 8週間
プログラム手配費 ¥35,000 ー ー
海外通信送金費 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000
ビザ申請サポート ー ー ー

往復航空券（目安） ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000
海外留学生保険料 ¥5,080 ¥9,950 ¥28,720

②　小計　日本円 ¥171,080 ¥140,950 ¥159,720
③渡航後にかかる費用 2週間 4週間 8週間
シェアアパート滞在費 ー ー € 700
現地生活・交通費 € 350 € 700 € 1,400

③　小計　EURO€ € 350 € 700 € 2,100
全体的な留学費用概算は、上記①＋②＋③の合計を目安としてください

【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最新の学校料金・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

まずはご相談！
電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は
お気軽にお申付け

ください

プランが決定したら
留学開始の

3ヶ月前を目安に
当社へお申込ください

こちらの留学プランに興味がある方は・・・・
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〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11F PORTAL POINT YURAKUCHO BW-06
 電話:03-6278-8750　FAX:03-6264-8758　E-mail：info@career-ex.com
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あなたの語学留学を成功させるために
シュプラッハカフェは留学先や留学期間にかかわらず、各学校の授業の質や
クラス定員、その他すべての要素において受講者のみなさまに満足していた
だけるよう、最大限の配慮をしています。受講開始前のプレースメントテス
トで開始時のレベルを把握し、中途試験にて上達の成果を確認しながら、語
学習得の道へと導いていきます。全ての校舎は都市の中心などの便利な場所
に位置しており、学習と課外活動を充実させるための環境を用意しています。さら
に、一人ひとりのライフスタイルのご希望に応えることができるよう、宿泊
施設も複数タイプ揃えています。

シュプラッハカフェが選ばれている理由
・36年に渡る歴史と実績
・一大組織にて世界11カ国30校で7言語のコースを提供
・授業の質の高さと、立地条件の良さ
・世界各国から集まる受講生たち
・数多くの効果的な語学教授法を採用
・フレンドリーで親切なスタッフ
・通いやすく豊富な宿泊施設オプション
・充実した課外活動プログラム 
・国際的認定機関から認められた語学プログラム
➡確実な語学上達と豊かな経験、人生を変える留学を実現！

シュプラッハカフェは留学先や留学期間にかかわらず、各学校の授業の質や
クラス定員、その他すべての要素において受講者のみなさまに満足していた
だけるよう、最大限の配慮をしています。受講開始前のプレースメントテス
トで開始時のレベルを把握し、中途試験にて上達の成果を確認しながら、語
学習得の道へと導いていきます。全ての校舎は都市の中心などの便利な場所
に位置しており、学習と課外活動を充実させるための環境を用意しています。さら
に、一人ひとりのライフスタイルのご希望に応えることができるよう、宿泊

シュプラッハカフェについて＜語学、文化とライフスタイル＞
Sprachcaff e(シュプラッハカフェ)は、1983年イタリア人のサルノ兄弟に
よって設立されたドイツ発祥の語学教育機関です。Sprachcaff eはドイツ
語とイタリア語を融合させた言葉です。Sprach(e)はドイツ語で『言語』と
いう意味を持ち、Caff eはイタリアの伝統的なカフェ『文化や政治から派生
したテーマを語り合う知的で向上心の高い人々の出逢いの場となった”Caff e 
Letterario”』からきています。語学PLUSアルファ！世界中の人々が和やか
な雰囲気の中、人と出逢い、その土地の言語での会話や異なる文化習慣を楽
しみ、日々成長できる学校を築きたいという想いが込められています。
シュプラッハカフェは今まで40年に渡り,10代からシニアの方まで幅広
い年齢層の方々にご満足いただけるあらゆる言語のプログラムを提供し
てきました。2011年には40年間の歴史と伝統を誇り、高い教育水準で
評価を得てきた日本発祥のGEOS（ジオス）アメリカ・カナダ校がシュ
プラッハカフェの仲間入りをし、現在世界11カ国30都市で7言語を提
供する語学教育機関として業界をリードしています。言語を習得するた
めには、学校のレッスンはもちろんのこと、授業外の時間をどのように
活用するかも大変重要な鍵となります。シュプラッハカフェは言語だ
けではなく、その国の文化や習慣に最大限に接し、その国のライフス
タイルに浸ることで、より効果的な語学習得が可能になると考えてい
ます。シュプラッハカフェで人生観を変える世界への旅をしてみませんか。

シュプラッハカフェの語学プログラムとは
環境やコースを組み合わせパーソナライズすることではじめて効果的な語
学上達を実現できると考えています。語学学習において重要な役割を果た
すシュプラッハカフェの講師陣は、各国で認定された語学教育の資格と豊
富な経験を持ち、生徒1人1人を導いていきます。生徒中心主義のもと、授
業では伝統的教授法に、最新の教授法も取り入れ、語学の4スキル、スピー
キング、リーディング、ライティングそしてリスニング力をバランス良く着
実に高めていきます。受講生たちのニーズに最大限お応えできるよう準備・
計画をし、レッスンの内容は常に創意工夫がこらされています。フレンドリ
ーで居心地の良い環境の中で学習意欲を高めながらチャレンジし続けること
ができるでしょう。

あなたの語学留学を成功させるために
シュプラッハカフェは留学先や留学
期間にかかわらず、各学校の授業の
質やクラス定員、その他すべての要
素において受講者のみなさまに満足
していただけるよう、最大限の配慮
をしています。受講開始前のプレー
スメントテストで開始時のレベルを
把握し、中途試験にて上達の成果を
確認しながら、語学習得の道へと導

いていきます。全ての校舎は都市の中心などの便利な場所に位置しており、学
習と課外活動を充実させるための環境を用意しています。さらに、一人ひとり
のライフスタイルのご希望に応えることができるよう、宿泊施設も複数タ
イプ揃えています。

シュプラッハカフェが選ばれている理由
・40年に渡る歴史と実績
・一大組織にて世界20校で7言語のコースを提供
・授業の質の高さと、立地条件の良さ
・世界各国から集まる受講生たち
・数多くの効果的な語学教授法を採用
・フレンドリーで親切なスタッフ
・通いやすく豊富な宿泊施設オプション
・充実した課外活動プログラム 
・国際的認定機関から認められた語学プログラム
➡確実な語学上達と豊かな経験、人生を変える留学を実現！

シュプラッハカフェで
語学を学ぼう■

Accredited in 
Malta by:

Accredited in 
Canada by:

Recognised
by:

Accredited in 
Madrid & Málaga 
by:

FULL MEMBER

Accredited in 
London by:
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可能性を広げる語学留学
短期留学と長期留学のどちらをご希望ですか。休暇を兼ねた語学留学をお考
えですか。それとも仕事に役立つ専門的な語学力の修得を目指しているので
しょうか。シュプラッハカフェでは幅広い選択肢からあなたの希望にあった
語学留学プランをお選びいただけます。特にこれから就職、転職を考えてい
る方にとって、留学経験や語学力はあなた自身の視野の広さや国際性をアピ
ールするための最適なアドバンテージとなるでしょう。

語学プログラムのクオリティを保証します
シュプラッハカフェの成功の鍵は、どれだけ大きな組織になったとしても、
決して創立時の初心を忘れていないということです。世界トップクラスの学
校ロケーションと、国際色豊かなスタッフが力を合わせて、最高のサービス
を提供することに専念しています。

講師の質について
シュプラッハカフェが創立以来36年もの間、語学教育の分野で最先端を走ってき
たのは決して偶然ではありません。私たちは講師陣を最も大切な財産と考えてお
り、全ての講師が専門の教育資格を持っています。シュプラッハカフェの講師は、
語学教育に大変熱心に取り組み、受講生全員が効果的に学習を進められるよう
に最適な授業方法を研究しています。ストレスのない楽しい学習環境作りや、受
講生を中心に授業を進めていくということも講師としての重要な要素です。また
言語だけでなく、その言語が使われている国の文化についても学ばせてくれるで
しょう。語学コース終了時には、皆さんは教室の外でも自分で学習を続けられるよ
うなスキルを身に付けているはずです。

※各コース最小催行人数は４名です。

スタンダードプラスコース
週24レッスン／18時間

 1レッスン＝45分

アメリカ・カナダにて開講。アメリカの場合、18時間以上の就学において
学生ビザ（F-1ビザ）が必要となります。

パートタイムコース
週10レッスン／7.5時間

 1レッスン＝45分

ホリデーを過ごすのが目的だけれども、現地の言語も少し勉強して
みたいという方のために用意されたコース。無理せず1日2レッスン
なので、休暇のための自由時間を十分に確保できます。

オンラインレッスン
 週2・10・20レッスン
 1レッスン＝45分

詳しくは18ページをご覧ください

スタンダードコース
週20レッスン／15時間

 1レッスン＝45分

勉強と余暇の両立に最も適したコース。
1日4レッスンで効率よく必須の授業が受けられ、午前又は午後の自由
時間に課外活動のための十分な時間が確保できます。

コースの種類とレベル ■

         スタディークラブ（無料）
週2レッスン／1.5時間

 1レッスン＝45分

課題に直面した時、ブレインストーミングが必要な時 私達のスタデ
ィークラブに参加しましょう。今後の学習をより効果的にするために、
語学学習の復習をしたり、宿題のサポートを受けたりする機会を提供し
ています。

スーパーインテンシブコース
週40レッスン／30時間

 1レッスン＝45分

留学中に最大限努力されたい方に最適な1日8レッスンの集中コース
です。最短で語学力を向上させたい方や大学進学を目指す方にお勧め
のコースです。 

 試験対策／アカデミックターム
週20レッスン／15時間
週30レッスン／22.5時間

 1レッスン＝45分

長期留学や資格取得をお考えの方に最適のコースです。詳しくは
14ページをご覧ください。

ワークショップ
  　　　  週10レッスン／7.5時間
 1レッスン＝45分

1. ビジネス英語: ビジネス上における対応スキルなど
2. 就職＆面接: 就職活動にむけての準備
3. セールス＆マーケティング: 専門分野の用語や語彙を学ぶ
4. コミュニケーションスキル: 精巧な対話をサポート
5. パブリックスピーキング＆プレゼンテーション: 自信を持って分かり
やすく話せるように
6. 英語ドラマ: 英語での演技

ミニグループ
週20レッスン／15時間

 1レッスン＝45分

少人数のグループコースです。

インテンシブコース
週30レッスン／22.5時間

 1レッスン＝45分

集中的な学習で、外国語の流暢さと正確さをさらに発展させたい方に
はまさに理想的なコース。毎日スタンダードコースの4レッスンに加
え、2レッスンを受講し確実な語学上達を目指します。

　　　プライベートレッスン
　　　　（各校舎又はオンライン学習）
 　週10レッスン／7.5時間
 　1レッスン＝45分

個人レッスンは、短期集中で学習結果を望めるコースです。レッスン
は生徒のレベルと要望に沿って特別にアレンジされ、他のコースと組
み合わせて受講していただくこともできます。毎日のレッスン数は自
由にお選びいただけ、留学前/後のオンライン学習も可能です。
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一年中を通してふりそそぐ太陽と数えきれないほどのアクティビティー、そしてシ
ュプラッハカフェマルタは学びの成功と数えきれない思い出を保証します。
あなたにとって、マルタとの出逢いはかけがえのないものになるでしょう。
平和で美しい海と世界遺産に囲まれた環境の中で、世界中から集う新しい友人

と共に学び、生活する体験が待っています。今まで経験したことがないほど、リラ
ックスしながら効果的に学ぶことができます。
完全初心者から上級者まで、すべての語学レベルの人が安心して学び過ごせる
よう、マルタのスタッフチームが熱心にサポートします。

Accredited by

エントランス
シュプラッハカフェのキャン
パス『クラブビレッジ』の入口
では、24時間フレンドリーな
スタッフがレセプションでお
出迎えをしています。

アパートメント
キャンパス内に、様 な々形態のアパートを
ご用意しています。キッチンも完備している
ので、マルタの食材で自炊も楽しめます。

アパートメント

SPRACHCAFFE CLUB VILLAGE

シュプラッハカフェと一緒に地中海の島マルタを探索しよう！

教室（全21教室+2オーディオルーム）

すべての教室はエアコンが完備。バリアフ
リーの教室もご用意。ライブラリーや自習
室も有ります。

レストラン＆ラウンジバー
キャンパス内にレストラン、バ
ーの他、TV（DVD）ラウンジも
有ります。

プール

学校の中心にシンボルともいえるプ
ールが有ります。レッスン後は皆プー
ルサイドに集まり、友達との談話や
リラックスした時間を過ごします。

アクセス
  5 分  海岸線
10 分  セントジュリアンズビーチ
15 分  スリーマ、セントポールズベイ
30 分  バレッタ

各校舎の動画：Youtubeチャンネル名
「語学学校シュプラッハカフェ・SCジオス」(日本語版)
「Sprachcaffe Languages PLUS」(英語版)

英語 in マルタ

SPRACHCAFFEセントジュリアンズ
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1月 9日
2月 6日
3月 6日
4月 3日

5月 1日
6月 5日
7月 3日 + 17日+ 31日
8月 14日

9月 4日
10月 2日
11月 6日
12月 4日

2024年 1月 8日
2024年 2月 5日
2024年 3月 4日

2月 10日  
4月 7日   
6月 7日

8月 15日  
12月 8日
12月 8日  

年間を通して陽光に恵まれ、リラクゼーションとレジャーの機会にも多く恵ま
れた島国マルタで、最高の留学体験を実現しましょう。

マルタのコースは最大10名の少人数クラス。会話中心の授業で実践力を身に付
けましょう。開放的な環境で、様々な経験・友人との出逢いを大切に、あなたの個
性を伸ばす留学にしましょう。【レッスン風景】

校舎はギリシャ建築を思わせるクラシカルで美しい石造りが印象的です。
【アパート外観】
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2.248
スタンダー

ドコース,入
学金

宿泊費用＆
宿泊手配料

込

EUR
から

6週間

全レベルコース開始日(完全初心者を除く)：毎週月曜日 
完全初心者コース開始日2023年：

2023年　休校日
(次の日程は授業はお休みです):

マ
ル
タ
 セ
ン
ト
ジ
ュ
リ
ア
ン
ズ

※12月1日以降のお申し込み
は2024年度の料金が適用と
なります

参
加
可
能
年
齢
：1
8才
～

チェックイン時間
アパート：12時以降（早朝、深夜のご到着の場合は事前にお問合せください。）
ホームステイ ：22時まで（22時以降の場合は事前にお問い合わせください。）

チェックリスト

・入学金： 60ユーロ
・宿泊施設手配料：80ユーロ
・VISA申請用入学許可証： 50ユーロ （返金不可）
・レベル確認テスト、修了証は費用に含まれています。
・教材費:実費（現地購入（約30ユーロ/冊） 又は 貸出：1冊につき7.5ユーロ/週
＋デポジット30ユーロ/冊）

宿泊費用 (日曜日 - 土曜日) Season A Season B Season C

週あたりの費用(ユーロ)＋宿泊施設手配料80ユーロ 3月25日まで
10月29日以降

3月26日 - 7月17日
9月3日 - 10月28日

6月18日 - 9月2日

スタンダードアパート
（キャンパス内＆キャンパス近隣）

 168 218 288

 280 330 400

コンフォートアパート
（キャンパス内）

 280 330 400

 385 435 505

スタジオアパート
（キャンパス内）

 350 400 470

 525 575 645

ホームステイ 2食付  300 350 420

 350 400 470

ホテル 朝食付
（*2人部屋は2名同時申込みのみ）

* 350 350 350

 525 525 525

宿泊施設追加料金 (各種アパート) 朝食付 2食付 ３食付
週あたり/ユーロ 49 154 231

＝1人部屋　 ＝2人部屋

*休校期間: 2023年12月23日～2024年1月7日

英語 in マルタ

SPRACHCAFFEセントジュリアンズ

授業料 1 - 8 週 9 週以上
週あたりの費用（ユーロ）＋入学金60ユーロ

スタンダードコース
220 200週20レッスン/1クラス最大10名

インテンシブコース
310 290週30レッスン/1クラス最大10名

スーパーインテンシブコース
470 -週40レッスン/1クラス最大10名

ワークショップ　（1週間～）

110 -

10レッスン追加/週　1クラス最大10名
月曜開講： 1週目 2週目 3週目 4週目
ビジネス英語
コミュニケーションスキル
就職＆面接
セールス＆マーケティング
ビジネス交渉
パブリックスピーキング＆プレゼンテーション
英語ドラマ
FCE  試験対策コース （受講期間：12週間）

- 200

週20レッスン/1クラス最大10名/ 受験料は含まれておりません
開始日:  1月9日・30日、2月20日 、3月20日、8月14日、9月18日
試験日:  3月4日、4月22日、5月13日、6月 6日、11月4日、12月9日

CAE 試験対策コース
開始日: 1月9日・30日、2月20日、3月20日、8月14日、9月18日 
試験日:  3月11日、4月22日、5月11日、6月7日、11月4日 、12月9日

IELTS試験対策コース （受講期間：12週間）
週20レッスン/1クラス最大10名/ 受験料は含まれておりません
開始日: 1月9日 、30日 　 2月20日　 3月20日　 8月14日  　9月18日
大学進学準備コース （受講期間：12週間）

- 200週20レッスン/1クラス最大10名　手続きサポート費用：290ユーロ

プライベートレッスン
430 430(各校舎もしくは渡航前後のオンライン受講)

週10レッスン（週20、30レッスンの申し込みも可）


