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SUMMER IN DUBAI

夏休み留学短期プログラム

15歳～参加可能、1週間・2週間の夏休み短期留学プログラム

グローバルシティ・ドバイで英語を学ぶ！

日本人参加者限定でドバイにある大学で体験授業を受けたり、ドバイに
ある日本企業でレクチャーを受けるプランもあります



語学学校: ES DUBAI

プログラムには週15回の英語レッスン（3レッスン／日）が含ま
れます。

ES Dubaiはドバイ唯一の留学生向けの英語が学べる語学学校。世
界65ヵ国からの留学生が学んでいます。講師はアメリカ・オース
トラリア・イギリスから来たネイティブ。15名の講師陣はCELTA
など資格を持っており、欧米留学と同じクオリティの環境で英語
を学べます。

全校生徒は250名、年齢層は17歳～50歳代と幅広く、1クラス当
たり最高18名の生徒が、6つのレベルに分かれて英語を学んでい
ます。コースは一般英語、カンバセーション、ビジネス英語、
IELTS対策があります。

学校には10の教室、軽食を購入できるカフェテリア、図書室、
PCエリア、自習エリアなどの施設があります。

学校には日本人スタッフがいますので、何か相談があれば日本語
での対応が可能です。



大学: MIDDLESEX UNIVERSITY DUBAI

プログラムのうちB日程及び2週間コースには、ミドルセックス大学キャンパスにおい
て計2回の大学講義体験（Taster Program）が含まれます。

ミドルセックス大学はイギリス・ロンドン北部に位置する国立大学です。大学の歴史
は1880年代後半に始まり様々なカレッジとの合体を繰り返し最終的に1992年にミドル
セックス大学となりました。2005年には、ミドルセックス大学はドバイにキャンパス
をオープンさせ、ビジネス、コンピューターサイエンス、メディア学、心理学におい
て学士・修士号を提供しています。

ドバイキャンパスはES Dubaiから車で10分ほどのドバイ ナレッジヴィレッジ
（Knowledge Village）という教育特区に位置しています。キャンパスは約4600mの広さ
を誇ります。敷地内にはオーストラリアの名門ウーロンゴン大学ドバイキャンパスを
はじめ、海外の大学のキャンパスが複数あり、カフェテリアなどの大学施設を共有し
ています。

ミドルセックス大学とES Dubaiは正規パートナーシップを結んでいます。



大学体験講義
SDG INTRODUCTION PROGRAM

ミドルセックス大学ドバイ校のThe Middlesex Institute of sustainable development（ISD）は、UAE国
内のSDGs研究のリーダーとして、 MBA Sustainability & Corporate Responsibility、MA Global 
Governance and Sustainable Developmentなど修士レベルのプログラムを提供しています。この
大学体験講義においては⑥⑨⑪⑫について授業を提供しています。

講義例①サーキュラーエコノミー ⑪⑫
• 自然システムと人工的システムを比較する
• 私たちの今日の物質的経済を批評する
• 代替モデルを探す：サーキュラーエコノミー

講義例②クリーンウォーター ⑥
• 水質汚染の定義
• 水質汚染の概要や原因を説明する
• きれいな水を得ることが世界的に不平等なの
はなぜか？

Dr. Belisa Marochi
Head of the

Institute of Sustainable Development

このプログラムでは私たちの経済がどのように機能するかについ
ての異なる考え方、つまり循環経済（サーキュラーエコノミー）
について学生に紹介します。授業では循環経済が現状とどのよう
に異なるかを正確に構築し、新しいアプローチの経済的、環境的、
社会的利点を検討します。



ドバイにある日本企業訪問

日本人留学生のみ対象、1週間B日程または2週間コースのみ
に含まれる、特別プログラム。

海外留学プログラムに参加してる方は、将来海外で活躍し
たいという希望を持つ方も多いことでしょう。

ドバイに進出している日本の大手企業（メーカー・商社
等）を訪問して、それぞれの企業の扱うビジネスや商材に
ついてのレクチャーを受けたり、日本人駐在員の方々から
お話しをお伺いします。日本企業がドバイ（海外）におい
てどのようなビジネスを展開しているか、グローバル人材
として将来活躍するにはどうしたら良いか、お話をお伺い
することにより、理解を深めることができるでしょう。

日本でもなかなか叶わない企業訪問、ましてや海外拠点に
おいて、海外で活躍している日本人から話を聞く機会はと
ても貴重な経験になることでしょう。



学生寮UNINEST RESIDENCE

本プログラムではシェアルーム（男女フロア別）の滞在となります。

ユニネストレジデンスはコンドミニアムタイプの学生寮です。多くの大学が集
まる郊外エリアに位置し、近隣の大学の留学生が多く滞在しています。学校ま
では毎日フリーシャトルバスが運行されています。シャトルバスで片道40-50
分。学生寮の施設として学習室、プール・ジム・ルーフガーデン・カフェ・24
時間セキュリティがあります。

1ユニットはシングル・ダブルルームが4～7部屋あり、1ユニットに合計8～14
人滞在できるようになっています。各ユニットにはエアコン・インターネッ
ト・キッチン・ダイニングスペースがあります。キッチンには冷蔵庫・調理器
具も整っています。近くにはスーパーマーケットもあり自炊も可能。またラン
ドリーもありますので滞在中お洗濯もできます。

各部屋はバストイレ、家具（シングルベッド、広い机、書斎椅子、ワードロー
ブ、収納スペース、鍵付き引き出し、そしてモダンな専用バスルーム）が備
わっています。



アクティビティ
フェラーリワールド

UAEのもう1つの都市アブダビはドバイから約1時間半。ア
ブダビには、フランスにあるルーブル美術館ドバイがあ
り、ダビンチなど西洋のアートだけではなく、中東・ア
ジアのアートも多数展示されています。またUAE最大の観
光名所である聖地グランドモスクを見学し、イスラム
教・イスラム文化を学びます。巨大なモスクの建物、荘
厳な雰囲気に圧倒されること間違いありません。

アブダビ観光・ルーブル美術館・グランドモスク

Wild Wadi

SKI Dubai



デザートサファリ

ブルジュハリファ＆ドバイモール
ドバイアクアリウム（水族館）

ドバイで必ず訪れたい観光地はここ！
ドバイモールは世界一大きなショッピン
グモール。世界一高いブルジュハリファ
の展望台からはドバイだけでなく中東諸
国が見渡せます。世界最大の水槽がある
ドバイ水族館を散策し、夕方にはモール
敷地内で行われる噴水ショーに圧倒され
るでしょう。

一番人気のアクティビティが砂漠。学校から
約1時間半の場所にある砂漠に行きます。
４WDの車ですこしスリルのある砂漠ライド
を楽しんだり、サンドボーディングや、ラク
ダに乗っての散歩の体験ができます。夜の砂
漠では伝統的な中東料理を頂きます。

アクティビティ

中東文化理解センター/ヘリテージビレッジ

50年前までの古き良き時代のドバイの街にタイムトリップ。昔の中東の
人々の暮らしを体験することができます。またいまだに昔のままの中東の
街がある旧市街の街を歩いて散策します。日本ではなかなか知ることがで
きない、中東文化、イスラム文化を知ることができるでしょう。



1週間・A日程スケジュール（大学講義なし）

午前 午後 夜間

金曜日 成田・羽田・関空発

土曜日① ドバイ国際空港着 学生寮へ移動
学生寮チェックイン

学生寮にてウェルカムパーティー（夕食：学生寮）

日曜日② シャトルバスで学校に移動、学校で朝食
英語コース受講

学校でランチ後
アクティビティ: デザートサファリ（夕食：砂漠にて）

月曜日③ シャトルバスで学校に移動、学校で朝食
英語コース受講

学校でランチ後
アクティビティ: JRBビーチの5つ星ホテルでプールパーティー（夕食）

火曜日④ シャトルバスで学校に移動、学校で朝食
英語コース受講

学校でランチ後
アクティビティ: VIPシネマでディナーを食べながら映画鑑賞（夕食）

水曜日⑤ シャトルバスで学校に移動、学校で朝食
英語コース受講

学校でランチ後、
アクティビティ: 屋内スキー場スキードバイ（夕食：モール内）

木曜日⑥ シャトルバスで学校に移動、学校で朝食
英語コース受講

学校でランチ後、
アクティビティ: 中東文化理解センター見学と旧市内ウォーキングツアー（夕食）

金曜日⑦ 学生寮にて朝食
専用車にてアブダビへ出発

アクティビティ：フェラーリワールド（昼食・夕食）
アクティビティ終了後、学生寮を経て、ドバイ国際空港に移動

ドバイ発

土曜日 成田着 ・羽田着・関空着

*現地の天候や現地の事情によって、アクティビティの実施日・種類が変更になる可能性もあります。ご了承ください。



1週間・B日程スケジュール（大学講義あり）

午前 午後 夜間

金曜日 成田・羽田・関空発

土曜日① ドバイ国際空港着 学生寮へ移動
学生寮チェックイン

学生寮にてウェルカムパーティー（夕食：学生寮）

日曜日② シャトルバスで学校に移動、学校で朝食
英語コース受講

学校でランチ後
アクティビティ: ドバイモール・ブルジュハリファ展望台・ドバイ水族館（夕
食：モール内）

月曜日③ シャトルバスで学校に移動、学校で朝食
英語コース受講

学校でランチ後
アクティビティ: デザートサファリ（夕食：砂漠）

火曜日④ シャトルバスで学校に移動、学校で朝食
英語コース受講

学校でランチ後
アクティビティ: フェリー乗船・ヘリテージビレッジ・ドバイの歴史ウォーキン
グツアー（夕食）

水曜日⑤ シャトルバスで学校に移動、学校で朝食
英語コース受講

学校でランチ後、ミドルセックス大学ドバイ校で大学体験授業受講
アクティビティ: 日本の企業訪問、企業内見学、社員によるセミナー（夕食）

木曜日⑥ シャトルバスで学校に移動、学校で朝食
英語コース受講

学校でランチ後、ミドルセックス大学ドバイ校で大学体験授業受講
アクティビティ: 学生寮の各種イベントに参加（夕食：学生寮カフェテリア）

金曜日⑦ 学生寮にて朝食
専用車にてアブダビへ出発

アクティビティ: ルーブル美術館見学・グランドモスク（昼食・夕食）
アクティビティ終了後、学生寮を経て、ドバイ国際空港に移動

ドバイ発

土曜日 成田着 ・羽田着・関空着

*現地の天候や現地の事情によって、アクティビティの実施日・種類が変更になる可能性もあります。ご了承ください。



2週間スケジュール

午前 午後

金曜日 深夜：成田・羽田・関空発

土曜日① ドバイ国際空港着
学生寮チェックイン

学生寮にてウェルカムパーティー

日曜日② 英語コース受講 アクティビティ: デザートサファリ

月曜日③ 英語コース受講 アクティビティ: JRBビーチの5つ星ホテル
でプールパーティー

火曜日④ 英語コース受講 アクティビティ: VIPシネマでディナーを
食べながら映画鑑賞

水曜日⑤ 英語コース受講 アクティビティ: 屋内スキー場スキードバ
イ

木曜日⑥ 英語コース受講 アクティビティ: 中東文化理解センター見
学と旧市内ウォーキングツアー

金曜日⑦ 学生寮出発 アクティビティ：フェラーリワールド

土曜日⑧ 学生寮出発 アクティビティ：Wild Wadiウォーター
パーク

午前 午後

日曜日⑨ 英語コース受講 アクティビティ: ドバイモール・ブル
ジュハリファ展望台・ドバイ水族館

月曜日⑩ 英語コース受講 アクティビティ: 学生寮の各種イベント
に参加

火曜日⑪ 英語コース受講 アクティビティ: フェリー乗船・ヘリ
テージビレッジ・ドバイの歴史ウォー
キングツアー

水曜日⑫ 英語コース受講 ミドルセックス大学ドバイ校で大学体
験授業受講
アクティビティ: 日本の企業訪問、企業
内見学、社員によるセミナー

木曜日⑬ 英語コース受講 ミドルセックス大学ドバイ校で大学体
験授業受講
アクティビティ: 学生寮の各種イベント
に参加

金曜日⑭ 学生寮出発 アクティビティ: ルーブル美術館見学・
グランドモスク（昼食・夕食）
アクティビティ終了後、学生寮を経て、
ドバイ国際空港に移動

土曜日 成田着 ・羽田着・関空着

*現地の天候や現地の事情によって、アクティビティの実施日・種類が変更になる可能性もあります。ご了承ください。




