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experience  
(noun) /ɪksˈpɪərɪəns/
something personally encountered, undergone, or lived through

explore 
(verb) /ɪksˈplɔː/
to travel over (new territory) for adventure or discovery

アメリカ

カナダ

マルタ

南アフリカ

イギリス

受賞歴
ECはスタディートラベル誌主催のスターアワードで、グループ
部門に2007年以来毎年ノミネートされ、2011年、2016
年、2017年に最高賞を受賞しています。またイノベーション
部門でも2度の最高賞を受賞しています。合わせて2016年
には、イギリスのカスタマーサービスアワードにノミネートされ、語
学学校として初めて、シルバースター賞を受賞しています。

アイルランド

ECの認定機関と加盟団体
各国のECは、その国で必要とされる語学学校としての認可
を受け、その国、または国際的な英語教育関連団体に加盟
しています。
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course   
(noun) /ˈkɔːs/
a series of lessons in a particular 
subject, leading to an examination or 
qualification

experience  
(noun) /ɪksˈpɪərɪəns/
something personally encountered, undergone, or lived through

explore 
(verb) /ɪksˈplɔː/
to travel over (new territory) for adventure or discovery
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empowering   
(verb) /ɪmˈpaʊərɪŋ/
To give (someone) the authority or power 
to do something; to make (someone) 
stronger and more confident, especially 
in controlling their life

connections 
(noun) /kəˈnekʃ(ə)nz/
people with whom you have social or 
professional contact…especially those 
with influence and able to offer one help
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世界の中の自分の居場所 
世界のどこかにある自分の居場所。コミュニケーションを通じたつな
がりの大切さを知るECは、みなさんの居場所を見つけるお手伝い
をしています。伝えたいことが正しく表現された言葉を、ちょうど良い
タイミングとふさわしい方法で伝えることが、みなさんの可能性への
扉を開くことを、私たちは知っています。

世界の言語である英語をきちんと使えれば、人とつながることに自
信が持て、そのつながりを通じた人脈や新しいアイディアが、みなさ
んの人生を完全に変えて行くことがあります。

ECの役割と使命は、みなさんのグローバル社会での成功をお手
伝いすること、そして私たちのゴールは、みなさんがつながっているど
んなコミュニティーでも通用する、正しい言語スキルを提供すること
です。

英語を勉強しに行こう、と決めたみなさんの決断は、とても正しい
決断です。それは、ただの留学の決断ではなく、自分のまわりの出
来事をしっかりと理解できる力、自信を持って一歩を踏み出す力、
そしてみんなに自分を理解してもらうための力を身につけるための
決断だからです。

私たちECは、みなさんのその決断に感銘を受け、またみなさんは私
たちECに影響を受けながら勉強をします。学校に行くと、そこには
みなさんに寄りそう先生たち、同じ目標を持ったスクールメート、また
みなさんを生活面でサポートするスタッフとの出会いがあり、その経
験はかけがえのないものとなるはずです。

英語取得に成功するために、教室内外で必要なことは、私たちの
リサーチ結果が教えてくれています。最新の教育メソッドを用いるこ
と、リラックスできる学習環境を整えること、教室には自然光を取り
入れること、そして最先端の教育設備を整えること等、ECはその
知識を全て取り入れた学校運営を行っています。みなさんは140
を超える国からの同じ気持ちをもった留学生たちに囲まれて、ECで
の留学生活を送りますが、それは一生のつながりを生み出す無限
の可能性に満ちています。

私たちは、未来に対する大きな投資をしているみなさんが、自分を
しっかりと表現できるようになり、成功を実現し、そして世界の中の
自分の居場所を見つけ出して欲しいと心から願っています。

憧れの職業に就くこと、行きたかった大学に進学すること、または		
「英語がしゃべれるようになりたい」という純粋な気持ちを満たすこ
と。みなさんの英語を学ぶ理由が何であっても、ECはみなさんのつ
ながる力をパワーアップさせ、新たな道へとつないで行きます。
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申し込みから留学開始まで
無料ECオンライン 
ECに申し込んだその瞬間から、みな
さんはECの学生です。ECオンライン
にさっそくログイン、アプリを通じて単
語を学んだり、英語のニュースを聞い
たりショートエッセイを読んだりすること
ができます。
「留学先ではこんな勉強をするのか
な…」と思いをはせながら、持ち物や
手続きなどの準備と同時に、勉強の
準備も始めておいてください。

パーソナル・ウェルカム　　　
みんなからの「ようこそ」 
ホストファミリーや学生寮に到着した
みなさんには、ファミリーや寮のスタッ
フからの温かい「ウェルカム」が待って
います。
通学方法や近所の様子など、分か
らないことがあったら何でも聞いてみ
ましょう。

日曜ウェルカムイベント 
学校が始まる前の友だち作り
現地に到着してすぐの日曜日。友だ
ちはまだいないし、右も左も分からず
不安になってしまう留学生は多いも
のです。ECではそんな新入生のみな
さんのために、学校が始まる前日の
日曜日にイベントを実施。ランチやデ
ィナー、シティーツアーなどを通じて、
新入生同士仲良くなれるので、月曜
日からの本格的な留学生活の大き
な助けになります。

オレンジカーペット・プレミア 
初日の特別プログラム
みなさんに新しい留学生活に早く慣
れ、楽しんでもらえるよう、ECでは様々
な工夫を凝らしています。
フロントデスクには文字通りオレンジカー
ペットが敷かれて飲み物やお菓子など
が用意されています。
また一般的なオリエンテーションの実
施はもちろん、現地の文化や生活に
ついて学ぶセッションなども実施されて
います。
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セミカスタマイズのコース 
自分に必要な授業を選んで
EC留学中に一番大切なのは、やっ
ぱり「学び」。
ECでは、1人1人の弱点や興味に
合わせたコースプランがアドバイスさ
れ、また1人1人の伸び具合や、本
来望まれる進度通りに上手になっ
ているか等が、ECオンラインのマイ
ページに分かりやすく表示されるの
で、セミカスタマイズされた学びが可
能です。

アウトカムの現れる授業 
練りつくされたカリキュラム
ECのしっかりとしたカリキュラムにした
がって勉強をするみなさんには、確実
なアウトカム/成果が表れます。
また第3者機関を通じて行われるオ
ンラインテストでは、ECで勉強する
前と後での英語力が、比較をされて
証明されるので、自分の英語力の
変化に、自信を持つことができます。	

帰国前の個人面談 
留学生活を振り返る
帰国の2週間前になると、希望者に
は帰国前個人面談が行われます。

留学中に身につけた英語力を維持
するために、どんなことをすれば良い
か、また最後の2週間を使ってどんな
ラストスパートが出来るか等、ついだ
らけてしまったり、不安になりがちな
時期に、大切な面談です。

卒業イベント 
みんなの頑張りをお祝いしよう
長期留学生のEC卒業はもちろん、た
とえ1週間の留学であっても、みなさん
の頑張りは評価に値します。

修了書をもらった後は、みんなで写真
を撮りあったり、自分の体験を話し合っ
たり、またその写真を見せ合ったり。日
本に帰る前の最後のECの思い出とな
るのが、この卒業イベントです。

ECでは学生1人1人が特別な存在です。学校初日の登校時には、文字
通りの"オレンジカーペット"をレセプションに敷き、スタッフみんなで新入生の
登場を心待ちにしています。

ECのオレンジカーペットは、語学学校として唯一、イギリスのカスタマーサービス
賞で銀賞を受賞したECオリジナルのプロジェクト。外国の空港に降り立った瞬
間、みなさんの心は期待と同時に不安でいっぱいになるかもしれませんが、EC
は、この"オレンジカーペットの精神"で、到着から卒業まで、留学生みなさんの
気持ちに寄りそったサポートを提供しています。

ECのオレンジカーペットは新入生みんなのためのもの。レッドカーペットの上を歩くハリウッド俳優たちのように学校に登場するみなさんを、ECは温かく迎えています。

ダブリン校の卒業式の一コマ

ECロサンゼルス校で新入生の到着を待つオレンジカーペット
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CSR	-	Corporate	Social	Responsibility/企業の社会責任は、地中海の小さな島国マル
タで始まり、世界各国のコミュニティーに受け入れられることで、今日の世界的規模の教育機関
に成長することができた、ECの中核をなす理念の1つです。

EC各校で行われる社会貢献活動は様々で、環境保護としての海岸清掃活動や、地域のお
年寄りの施設へのボランティア訪問、学生＆スタッフ参加の手作りお菓子コンテストや、インター
ナショナル持ち寄りランチを開催しての募金など、スタッフや学生たちの積極的な参加によって、様
々な規模で行われています。

これらECスタッフや学生たちによって集められた寄付金は、それぞれのコミュニティーで必要とされ
る用途に用いられたり、またはグローバル規模での団体に寄付されたりしています。

ECの社会貢献&ボランティア

ECのカンボジアでの活動
2016年、ECは世界の貧しい地域の子供たちに教
育の機会を提供するための団体、United	World	
Schools	(UWS)と協力関係を結び、カンボジアに学
校を建設することを約束しました。

2017年2月、ECは世界各国のECから集まったスタッ
フによるボランティアチームを、200の家族とその子供た
ちが暮らす小さな村、Ban	Houyに送りました。ここで
子供たちは、彼らの母語(Khmer)はもちろん、算数
や音楽、美術などを習っています。

ECのボランティアチームは、村の家族や子供たちと共
に過ごし、新しい学校の先生たちと教育メソッドを共
有、新しい学校で元気いっぱいに学ぶ子供たちの姿
は、参加したスタッフたちに大きな感銘と喜びを感じさ
せてくれました。

2018年、私たちはBan	Houyに近い、Don	Lo村に
2つ目の学校を完成させ、2019年には再びECのボラ
ンティアチームが、子供たちや先生たちと共に働くため
に、両校を訪れます。

合わせて、ECブライトン校に6週間、カンボジアの英語
の先生たちを招いて教育メソッドの提供を行い、また先

生たちは、ボランティアたちの協力で自分の英語力に磨
きをかけて、カンボジアに持ち帰ることができました。

EC各校では、このUWSとの活動を様々な形で共有、
世界中で6千万人以上になると言われている、教育を
受けられない子供たちの存在について知り、またその子
供たちのために出来ることをする、ということの大切さを
伝えています。

私たちができることの1つとして、ECは留学生を1人迎
えるごとに、1ユーロをカンボジアでの活動に寄付。1人
でも多くの子供たちが、自分の夢をかなえるために、しっ
かりとした学校に通えるよう、活動を続けて行きます。

自分たちの目標や夢をかなえるために、ECを選んでく
れた学生1人1人に「ありがとう」という気持ちを伝える
方法として、私たちは世界の他の場所で、また教育を
必要としている人たちに、それを還元するという方法を
取りたいと思います。

これが、一生会うことは無いかもしれない人々にとって
も、世界がより良いものになるようにと願う、私たちECの
気持ちです。  I

子供たちとECボランティアチーム 優しいお年寄りたちとおしゃべり
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ECで出来るボランティア活動
EC各校では、不定期に様々なボランティア活動を行っていますが、その中
でもECボストン校、サンディエゴ校は、地域のお年寄りのための施設との
関係が深く、定期的なボランティア訪問を学校アクティビティーの一環とし
て行っているため、留学生にも参加しやすいボランティア活動です。

どんなボランティアに参加するの？
ボストン校、サンディエゴ校共に、市内にある老人ホームを訪問。施設で
過ごすアメリカのご老人たちとおしゃべりをしたり、音楽やダンスなど、みなさ
んの特技を披露したり、一緒に楽しんだりします。お年寄りにとっては、退
屈になりがちな施設生活に、若い外国人たちが訪れてくれることは大きな
楽しみとなり、また留学生のみなさんにとっては、現地の人と英語で話を
し、アメリカのお年寄りたちの豊富な人生経験にも触れることの出来る貴
重な体験になります。

毎月1回以上開催
ECのボランティアサービスは、1か月に1回以上行われているので、1か月
以上ECで勉強する留学生であれば誰でも参加のチャンスがあります。

英語力の心配なし
ボランティアサービスには、学校からみなで出かけるので、英語力に自信の
無い人でも安心です。

現地で簡単申し込み
学校では様々なアクティビティーが行われていますが、ボランティアサービス
プログラムのスケジュールも、学校の掲示板やスタッフを通じて確認可能。
興味のある人はすぐに確認、申し込んでみてください。

ケープタウン校では
タウンシップと呼ばれる貧しい地域の子供たちを訪問、一緒にゲームをした
り遊んだりといったボランティア活動がほぼ毎週行われています。

希望者には、ボランティアサービスに参加したことを証明するレター
がECから発行されます。ボランティア参加後に、学校スタッフに直接
依頼してください。
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ECオンライン
留学前から帰国までを支え続ける
無料オンラインシステム＆アプリ
「もっと日本で勉強して来ればよかった…」これは在学中の留学生からよく聞く言葉です。
ECの細かいレベル分けなら、英語初心者でもクラスについて行くことは可能ですが、日本で
勉強しておけばおくほど、現地での留学生活が楽しくなるのも事実。ECでは留学前の無料
英語学習ツールを用意して、みなさんをお待ちしています。

10
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EC申し込みと同時に始められる留学準備
オンラインレベルチェック
みなさんの現時点での英語を、読んで理解する力、聞き取る力、単語や表現度の高さ
を基準にオンラインテストでチェック。その後のオンラインラーニングの問題は、テスト結果
に合わせた難易度に調整されます。

オンライン自習
リーディング、リスニング、ボキャブラリー、発音といった様々な英語スキル別に、また最新
ニュースや映画、音楽、ビジネス、スポーツ等、様々なトピックをベースにしたオンライン自
習機能が満載。ちょっとした空き時間を利用して、気軽に楽しく勉強ができます。

ニーズ調査
留学先に出発する頃になったら、ニーズ記入欄に自分の留学の目標や、留学中に特
に勉強したいことなどを記載。現地でのクラス分けや、選択科目を選ぶ際のアドバイスに
役立ちます。

留学中の学習管理ツール
レベル確認テスト
ECのレベルテストは、在学中もオンラインで行われます。テストの時期が来たら案内をも
らい、学校のコンピューターで受験。それぞれが個別に受けるので、授業時間が削られる
こともありません。

学習カウンセリング
テスト結果はマイページに反映され、テスト後の個別学習カウンセリングは、それを土台
に行われます。

進度追跡チャート
自分の英語力が、ECの進度の目安通りに伸びているかがグラフで表示されるので、自
分の実力と伸びが可視化されます。

オンライン自習
自習機能は留学中ももちろん利用可能。留学先で初めて気づいた弱点や、カウンセリ
ングで先生にもらったアドバイスや宿題も、オンラインアプリで解決できます。

出席管理
ECの学生には、最低80%以上の出席率の維持が求められていて、マイページから現
在の出席率が確認出来ます。

成績証明
ECオンラインで、プレースメントテストと卒業テストを受けた学生には、ECからの修了証
と合わせて、第3者機関の認証を受けたレベル証明書が発行されます。

ECオンラインの利用が大切な理由:

• 留学前に、英語を英語で学ぶ感覚に慣れておくことができる
• 留学前に、少しでも単語や文法を覚えておくことができる
• 自分の英語力の伸びを、客観的に把握することができる
• アドバイスを受けながら、自分に必要な自習ができる
• 留学前と後の英語力の伸びを、しっかりと可視化できる

リスニングや文法など、自分で選んで勉強が進められます

予測値通りに英語力が上がっているか、グラフでチェック

レベルの伸びが明確に記載されたレベル証明証
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Upper Intermediate Course Map
Week of

5 Jan 2015
30 Mar 2015
22 Jun 2015
14 Sep 2015
1 Dec 2015

12 Jan 2015
6 Apr 2015

29 Jun 2015
21 Sep 2015
8 Dec 2015

19 Jan 2015
13 Apr 2015
6 Jul 2015

28 Sep 2015
15 Dec 2015

26 Jan 2015
20 Apr 2015
13 Jul 2015
5 Oct 2015

22 Dec 2015

Unit 3 Unit 4 Unit 2 Unit 1

Speak Out 
Upper - 
Intermediate

3.1: S.1; R.1; R.3; used to/
would; W.3 or W.7
3.2: L.1; L.3; future review; 
S.4
3.3:  S.4; W.1; S.10
3.4: L.2; W.7

4.1: E.7; R.4; S.6; R.6; P.2
4.2: E.2; L.2; R.2; E.6
4.3: S.1; S.3; S.9
4.4: W.1; L.2

2.1: R.1; R.2
2.2: E.1; S.3; S.5; L.2; L.3; W.2
2.3: S.7; S.9; L.2; L.1
2.4: L.2; W.3

1.1: S.1; S.3; L.2; indirect 
questions; informal email
1.2: E.3; S.6; S.4; S.1; R.1
1.3: S.1; S.4
1.4: L.2;  write a summary

Supplement P.7 P.6 P.5 P.1
E.3

Club Days Speaking: S.4 =  be able 
to find out and pass on 
detailed information

Speaking: S.5 = complain Speaking: S.3 = sustain an 
opinion

Speaking: S.2  =  weigh 
advantages and disadvantages

Listening: L.1 = understand 
main ideas of complex 
speech on concrete and 
abstract topics

Listening: L.4 = understand 
announcements and messages

Listening: L.3 = take notes Listening: L.2 = understand 
details in standard spoken 
language

Reading: R.6 = inference Reading: R.4 = read short stories 
and novels

Reading: R.1; R.2; R.7  = read 
articles independently, take 
notes and summarize

Reading: R.2 =  grasp content 
and significance of articles and 
reports

Writing: W.1 = clear and 
detailed descriptions

Writing: W.4 = summary from 
number of sources

Writing: W.3 = write about 
advantages and disadvantages of 
something

Writing: W.2; W.4 = read various 
points and make an argument

Week of

2 Feb 2015
27 Apr 2015
20 Jul 2015
12 Oct 2015
29 Dec 2015

9 Feb 2015
4 May 2015
27 Jul 2015
19 Oct 2015
5 Jan 2016

16 Feb 2015
11 May 2015
3 Aug 2015
26 Oct 2015
12 Jan 2016

23 Feb 2015
18 May 2015
10 Aug 2015
2 Nov 2015
19 Jan 2016

Unit 5 Support Week Unit 9 Unit 7

Speak Out 
Upper - 
Intermediate

5.1: R.2
5.2: conditionals; L.3; L.2; 
R.5; W.5
5.3: S.4; S.10;
5.4: L.2; W.1

W.6
W.4
R.6
P.2
S.10
L.3
S.7

9.1: E.8
9.2: E.6
9.3: S.5

7.1: L.2; reading; S.3
7.2: E.4; discursive essay
7.3: P.4

Supplement P.5; P.1 P.7 P.1
P.3

Club Days Speaking: S.8 = present an 
issue in a critical manner
Summarize and present 
one view.

Speaking: S.4 = ask follow up 
questions and get clarification

Speaking: S.8 = present an issue 
in a critical manner

Speaking: S.2 = participate in 
decisions made in discussions

Listening: L.1 = understand 
main ideas of complex 
speech on concrete and 
abstract topics

Listening: L.2 = understand 
details in standard spoken 
language

Listening: L.3 = take notes Listening: L.4 = announcements 
and messages

Reading R. 5 = graphical 
information

Reading: R.7; R.1 = read different 
points of view on one issue. 

Reading: R.7 = Be able to 
summarize a text from notes

Reading: R. 4; R. 7 =  short 
stories and summarize

Writing:  W.2 = develop a 
clear argument, expanding 
and supporting points with 
examples

Writing W.7 = biographical de-
tails in experience

Writing: W.3 = write about 
advantages and disadvantages 
of something

Writing: W.6 = succinct 
thoughts (tweets)

ECのカリキュラム
ECの授業では、例えば今日の授業で「過去形を習った」ではなく、「昨日
のことを話せるようになった」となるのが正しい発想。ECのカリキュラムは、こ
の「～ようになるために」を基に、レベルとカリキュラムを設定。1週間の留学
でも1年の留学でも、その期間を通じての「出来るようになること」が、明確
に定まっています。

1	パーソナライズ	-	学生のニーズや言語適応能力に合わせた教育
2	アウトカム・成果重視	-	学生のゴール達成を目的とした教育

3	科学的アプローチ	-	長年の"勘"だけに頼らない指導と学習　

Level Descriptor for Upper Intermediate
(cefr b2)
Ref: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment by Cambridge University Press and EAQUALS British Council Core Curriculum 

SPEAKING
On completion of this level you should:

      be able to participate easily in 
conversations, expressing ideas naturally 
with effective turn-taking.

      be able to evaluate advantages and 
disadvantages of various options and 
participate in decisions made in formal or 
informal discussions. 

      be able to sustain an opinion by providing 
relevant explanations, arguments, and 
comments. 

      be able to find out and pass on detailed 
information, ask follow up questions and get 
clarification.

      be able to make a complaint effectively, 
explaining the problem and demanding 
appropriate action.

      be able to give clear, detailed descriptions on a 
wide range of subjects related to my interests.

      be able to develop a clear argument, expanding 
and supporting points with examples.

      be able to present an issue in a critical manner.
      be able to summarize information and 

arguments from a number of sources.
      be able to expres certainty, probability, and 

doubt.

LISTENING
On completion of this level you should:

      be able to understand the main ideas of 
complex speech on concrete and abstract 
topics.

      be able to understand in detail what is said 
in standard spoken language.

      be able to catch much of what is said around 
you but may find it difficult to understand 
speakers who do not modify their language 
in any way.

      be able to follow and take notes on 
academic and professional presentations.

      understand announcements and messages 
spoken in standard dialect at normal speed.

PRONUNCIATION
On completion of this level you should:

       be confident when spelling aloud.
      hear and use weak forms of auxiliary verbs.
      be aware of word and sentence stress.
      be aware of use of intonation to express 

meaning.
      have knowledge of common homonyms and 

homophones.
      be aware of shifting stress when word forms 

change.
      hear the difference in a variety of minimal pairs.

WRITING
On completion of this level you should:

      be able to write very clear and detailed 
descriptions.

      be able to develop a clear argument, expanding 
and supporting points with examples.

      be able to write about an issue in a critical 
manner, weighing the advantages and 
disadvantages of options.

      be able to write a summary of information 
and arguments from a number of sources.

      be able to write formal documents related to 
your field. 

      be able to write succinct thoughts (tweets).
      be able to report experiences, incidents, and 

events with biographic details.

READING
On completion of this level you should:

      be able read independently, using a dictionary.
      be able to grasp the content and the 

significance of articles and reports on topics 
related to your interests .

      understand texts in which the writers 
express specific points of view (e.g. political 
commentary, critiques).

      be able to read short stories and novels written 
in straightforward language and style.

      be able to label graphical information using 
information from a text.

      be able to understand inferred information.
       be able to take notes from a text and 

summarize it. 

ENGLISH IN USE
On completion of this level you should know:

      all passive forms, including passive with 
modals

      regrets and hopes (wish/if only)
      all past tenses: past perfect, past perfect 

continuous
      reported speech
      relative clauses
      modals: should have/might have
      modals of deduction and speculation
      linkers: although, in spite of, despite
      exposure to narrative tenses
      phrasal verbs, extended
      verbs with gerunds or infinitives
      how to express cause and effect and contrast
      colloquial language

how to talk about:
      technology, scientific developments
      global environmental issues; future of the 

planet
      international events
      social issues, news, and current affairs

アウトカム/成果ラーニング
ECのレベル分けの基準には、アウトカム/成果＝その
レベルで出来ることが、スキル別に明示されています。
またそれぞれのレベルは、国際基準となるブリティッシュ
カウンシルやCEFR、EAQUALSの定めるものに準拠
しています。	

カリキュラム・マッピング
みなさんのアウトカム/成果を引き出すために先生た
ちが用いるのがECのカリキュラムマッピング。今日の授
業で出来るようになることや身につける知識、またそれ
を学ぶために必要な教材案等が、細かく組み合わさ
れています。

英語スキルにフォーカス
聞く、話す、読む、書くのスキルの総合体が、みなさん
の英語力。1コマ1コマの授業を上手く利用しながら、
それぞれのスキルをバランス良く伸ばせるように、ECの
カリキュラムは設定されています。

選び抜かれた教材
良い先生は、教科書"を"教えるのではなく、教科書	
"で"教えるもの。ECでは設定されたカリキュラムを実
現するために必要な教材を厳選。教科書はもちろ
ん、動画や生教材等を組み合わせながら、その日、そ
の週に求められるアウトカム/成果を引き出します。
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授業満足度のモニタリング
ECは学生のみなさんの満足度を数値化するために、NPSスコア(Net	Promoter	
Score/ネット・プロモーター・スコア)と呼ばれるシステムを導入している、唯一の語学
学校です（NPSスコアはアップル社等、多くの欧米の一流企業で顧客ロイヤルティ度を計るために利用さ
れています。）

ECでは、在校生のみなさんから、滞在先や学校施設等について、また
授業について、定期的にオンラインによる評価を受けています。その評価
の結果を受けて、学校では個別または全体的な対応を行い、その蓄積
が、学生のみなさんからの評価の向上につながっています。

ジリアン・ダビッドソン 
グローバルアカデミックダイレクター

エジンバラ大学修士学位/ロンドントリニティーカレッ
ジTESOLディプロマ

各種国際語学機関にて、18年間アカデミッ
クマネジメントに従事。イギリス、スロベニア、イ
ンドネシア、ロシアでの英語教授歴。

グローバルアカデミックチーム 
世界展開のECには、より良いカリキュラムの設定、教師や教育メソッドの向上、英語
教育へのテクノロジーの利用促進等を、全校規模で研究、また導入するためのグロー
バルアカデミックチームがあります。同じECの中でも、小規模校から大規模校まで様々
ですが、このチームがあることによってEC全校共通の教育レベルが維持されています。

ジェン・メルドラム 
カリキュラムダイレクター

イリノイ大学応用言語学修士号/クラークソン大学
テクニカルコミュニケーション理修士号

オックスフォード大学出版編集長、ELTコー
スブック著者。シリア、UAE、韓国で10年の
英語教授歴。

デーブ・シモンズ
エデュケーションテクノロジスト

ブリティッシュコロンビア大学エデュケーションテクノロジー
修士号/バーミンガム大学言語学修士号

韓国で長年英語教育を行った後、大学に戻り
最新テクノロジーを英語教育に生かす研究を行
う。ECオンラインには発足時から携わる。

1         2        3         4         5        6 	7         8 	9        10 

全く思わない			
Not	at	all	likely

どちらでもない	
Neutral

非常にそう思う	
Extremely	Likely

批判者
Detracters

中立者
Passives

推奨者
Promoters

授業に関する質問例：

・授業全体で身についた量
・1人目の先生(コア英語)の授業で伸びたと思う英語量
・2人目の先生(ターゲット英語)の授業で伸びたと思う英語量

について評価、「この授業をどのくらい他の人に対しても勧めたい
と思うか」という観点で点数をつけてもらいます。

その結果一定スコア未満の評価をつけた学生には理由を確
認、何らかの対応をすぐに行います。

より良い教育を提供するために
満足度調査の結果は、右記の計算方法でNPSスコアとして数値化さ
れ、この数値を長期的にデータ化、分析することで、

・学校ごとの授業満足度と、その推移
・先生ごとの授業満足度と、その推移
・学生の国籍による満足度の違いと、その推移
・学生の年齢による満足度の違いと、その推移
・学生の留学期間による満足度の違いと、その推移
・学生の英語レベルによる満足度の違いと、その推移

等、様々な情報が得ることができます。そしてそれをモニターしながら、グ
ローバルアカデミックチームを含むECグループ全体で、カリキュラムの見直
しや、先生への追加的な教授法研修、学校スタッフへの研修等を行
い、より満足度の高い教育への努力を続けています。

	NPSスコア 	推奨者の％数値 	批判者の％数値ー＝

経験だけに頼らない新しい英語教育を実践
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上記のデータは、2016年から2017年までの12か月間に、ECのプレイスメントテストと卒業テストを受けた学生の成績データに基づいています

ECのレベル分けの仕組み
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ECのレベル基準とレベルアップに必要な期間は、国際基準となるCEFR(Common	
European	Framework	of	Reference	for	Languages)と、過去にECで勉強
をした学生のデータを融合させて算出したものなので、客観的、かつ現実的なレベル分
け、レベルアップの仕組みになっています。

ECレベル

プロフィシエンシー
ほぼネイティブスピーカーと同水準に、正確且つ流暢に意
思疎通ができる。自分の専門分野であれば、専門的な
内容にも対応可能。

アドバンス
ごくわずかな文法的なミスがある程度で、ほとんどのタ
イプの英語が使いこなせる。学問的な文章がほぼ理
解でき、大学の講義等もほぼ理解できる。

プレアドバンス 
自信をもって英語が使えるものの、対応可能な分野
に限りがあったり、一部正確さや流暢さに欠けたりす
る。テレビニュースが理解でき、英語での正式な仕事
に応募できるようになる。

アッパーインターメディエイト 
ほぼ自信をもって英語が使えるものの、まだ正確さや
流暢さに問題が残る。仕事上のシンプルで短いプレ
ゼンテーションであれば行える。

インターメディエイト 
日常生活における意思疎通に問題はないものの、
表現力には限界がある。電話での一般的な会話
が可能。

プレインターメディエイト 
簡単な日常会話はこなせるものの、表現力には乏し
い。ショップなどで自分が必要な物、必要なサービス
などを伝えることができる。

エレメンタリー
はっきり、ゆっくり話される会話であればこなせる。道
で簡単な方向などを説明したり、質問したりできる。

ビギナー
限られた語彙や文法に関する知識のみ。自己紹介
やカフェでの簡単なオーダー等のみ可能なレベル。

週30レッスン
受講

週24レッスン
受講

週20レッスン
受講

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

レベル分けテスト：みなさんが参加するクラスのレベル
は、ECオンラインで受けるプレイスメントテストと、授業初
日のライティング(スピーキングがあることも)テストの結果で
決まります。
レベル変更：入ったクラスが難しすぎる、または簡単すぎ
るといった場合には、先生やアカデミックスタッフに相談。み
なさんの英語力を再確認したり、これからの目標等に合わ
せて、1人1人に合ったクラスを見つけて行きます。

レベルアップ：進捗テストを含むレベル確認テストは、5
週間に1回を目安に行われ、その結果やクラスでのスピー
キング、出席率等が総合的に判断されて、レベルアップが
決まります。
卒業テスト：卒業最後の週に受けるレベル確認テスト。
スキル別に勉強開始時の結果と、卒業テストの結果が明
記された証明書が発行されるので、自分の英語力の伸び
が一目で分かります。
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ECのレベル分けの仕組み ECプロミス
学生の皆さんの英語の上達を"約束"するため、ECではきめ細かい学習評価やレベ
ルアップの基準、また万が一基本チャート通りにレベルが上がらなかった場合のサポー
ト方法等が定められています。

レベルテスト・進捗確認評価 -5週間に1回基準

出席率：ECの学生には、最低80%以上の授業出席が求められています。
また出席率が80%に満たない場合、規定の期間でのレベル確認テストの受
験は認められません。

学習評価基準：クラスの先生による①スピーキング、②宿題、③授業参加
度とモチベーション評価と、5週間に1度を目安に行われる④オンラインレベル
確認テストの結果を基に、総合的に評価されます。

レベルテスト結果：合格基準は80%ですが、特定のスキルが極端に低い場
合などは、80%でも合格とはなりません。また先生の判断で、5週間以前にテ
ストが受けられることもあります。

レベルアップ判断基準 -10週間毎

レベルアップの有無は、下記の基準で総合的に判断されます。

アカデミックプログレス -1レベルにつき10週間以降

10週間を目安にレベルが上がらなかった場合には、下記の対応が取られます。

テスト結果 レベルアップの可否

75%以上 上のレベルに移動

70-74%
-	授業中の様子などからレベルアップが可能と判断された場合 上のレベルに移動

70%以下
-	授業中の様子などからはレベルアップが可能と判断され、テスト
方法等、評価方法に何らかの問題があった可能性がある場合

追加ラーニングプランが提示され
その結果に応じて

レベル移動の可否を決定

70%以下
-	授業中の様子などからもレベルアップは不可能と判断

追加ラーニングプランが提示され
同じレベルでの勉強を継続

期間 対応とサポート

10週間以降 追加ラーニングプランが提示され、同じレベルでの勉強を継続

15週間以降 同じレベルでの勉強を継続すると同時に、週に1度アカデミックスタッフからの
コーチングセッションを受けながら、今後5週間毎の目標を設定

20週間以降
同じレベルでの勉強を継続すると同時に、週に1度アカデミックスタッフからの

コーチングセッションを受けながら、今後5週間毎の目標を設定。該当学生固有の
問題、原因等が考えられる場合には、アカデミック責任者との協議の下に考慮

25週間以降 引き続きテストに合格できず、また追加設定の目標を達成できない場合には、
別途カウンセリングが行われ、該当学生に適した今後のプランとゴールを設定

授業参加度も大切な基準

レベルテストはコンピューターベースなので、その結果はECオン
ラインのマイページにしっかりと記録され、自分の英語が予測
値通りに伸びているか、いつでも確認可能。この学生は"オン・
トラック"なので、今の調子で頑張れば、大丈夫。

学校のコンピューターで各自で受けるレベルテスト。授業時間が削られることもありません
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ジェネラル20 セミインテンシブ24 インテンシブ30

開講校 EC全校 ECアメリカ＆カナダ全校 EC全校

受講可能レベル 全レベル 全レベル 全レベル

開講日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日

受講週数 1週間以上 1週間以上 1週間以上

週レッスン数 20レッスン 24レッスン 30レッスン

週授業時間 15時間 18時間 22.5時間

しっかり勉強したい
集中したい分野がある

週30レッスン受講・インテンシブ30
コア英語x12＋ターゲット英語x8

＋選択科目x10

週20レッスンの授業に加え、スピーキングやビジネ
ス英語等、自分の集中したいスキルや興味のあ
る分野に応じた選択科目を、毎日受講するコー
ス。1コマ90分の授業を毎日3コマ受講します。

さらにECの無料英語授業に参加すれば、朝から
夕方まで英語漬けの留学生活が送れます。

観光&ホリデー重視
自由時間が豊富に欲しい

週20レッスン受講・ジェネラル20
コア英語x12＋ターゲット英語x8

次ページの時間割表中、コア英語とターゲット
英語の授業のみ受講。1コマ90分の授業を1

日2コマ受講するコースです。

また学びながらその街も楽しみたいという人に
は、週30レッスン受講の「シティー体験英語コ
ース」もお勧めです。

ジェネラル・セミインテンシブ
インテンシブ英語コース

勉強も遊びも
バランスよく過ごしたい
週24レッスン受講・セミインテンシブ24

コア英語x12＋ターゲット英語x8
＋選択科目x4

週20レッスンの授業に加え、自分の弱点や興
味に応じて勉強する選択授業を、1週間に2回
勉強するコース。週の3日は1コマ90分の授業
を1日2コマ、週の2日は 1コマ90分の授業を
3コマ受講します。

また無料授業や学校アクティビティーを組み合わ
せることで、さらに自分スタイルのスケジュールを
組むことができます。

留学の目的別に受講コースを選ぼう

コア英語
"コア"とは、物事の核や軸、芯といった意味。
英語を学ぶ上での根幹となる授業時間です。

ターゲット英語
英語スキルのターゲットを絞って学ぶ授業時
間。曜日によってライティング、リーディング、リ
スニング、スピーキングに分かれていますが、こ
れらのターゲット英語とコア英語は、全て連動
しています。
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月 火 水 木 金

09:00	-	
10:30

授業
（コア）

授業
（コア）

授業
（コア）

10:45	-	
12:15

授業
（コア）

授業
（コア）

授業
（コア）

14:45	-	
16:15

授業
(ターゲット）

授業
(ターゲット）

16:30	-	
18:00

授業
(ターゲット）

授業
(ターゲット）

ジェネラル英語
-	週20レッスン/週15時間/1日2コマ(1コマ90分)

月 火 水 木 金

09:00	-	
10:30

授業
（コア）

授業
（コア）

授業
（コア）

10:45	-	
12:15

授業
（コア）

授業
（コア）

授業
（コア）

ランチタイム

13:00	-	
14:30

授業
（選択科目）

授業
（選択科目）

14:45	-	
16:15

授業
(ターゲット）

授業
(ターゲット）

16:30	-	
18:00

授業
(ターゲット）

授業
(ターゲット）

セミインテンシブ英語
-	週24レッスン/週18時間/1日2コマまたは3コマ(1コマ90分)

月 火 水 木 金

09:00	-	
10:30

授業
（コア）

授業
（コア）

授業
（コア）

10:45	-	
12:15

授業
（コア）

授業
（コア）

授業
（コア）

ランチタイム

13:00	-	
14:30 授業（選択科目）

14:45	-	
16:15

授業
(ターゲット）

授業
(ターゲット）

16:30	-	
18:00

授業
(ターゲット）

授業
(ターゲット）

インテンシブ英語
-	週30レッスン/週22.5時間/1日3コマ(1コマ90分)

月 火 水 木 金

09:00	-	
10:30

授業
（コア）

授業
(ターゲット）

授業
（コア）

授業
(ターゲット）

授業
（コア）

10:45	-	
12:15

授業
（コア）

授業
(ターゲット）

授業
（コア）

授業
(ターゲット）

授業
（コア）

ランチタイム

ジェネラル英語
-	週20レッスン/週15時間/1日2コマ(1コマ90分)

月 火 水 木 金

09:00	-	
10:30

授業
（コア）

授業
(ターゲット）

授業
（コア）

授業
(ターゲット）

授業
（コア）

10:45	-	
12:15

授業
（コア）

授業
(ターゲット）

授業
（コア）

授業
(ターゲット）

授業
（コア）

ランチタイム

13:00	-	
14:30 授業（選択科目）

インテンシブ英語
-	週30レッスン/週22.5時間/1日3コマ(1コマ90分)

月 火 水 木 金

09:00	-	
10:30

授業
（コア）

授業
(ターゲット）

授業
（コア）

授業
(ターゲット）

授業
（コア）

10:45	-	
12:15

授業
（コア）

授業
(ターゲット）

授業
（コア）

授業
(ターゲット）

授業
（コア）

ランチタイム

13:00	-	
14:30

授業
（選択科目）

授業
（選択科目）

セミインテンシブ英語
-	週24レッスン/週18時間/1日2コマまたは3コマ(1コマ90分)

ダブルバンク制・時間割例
午前と午後に交互に授業が行われる時間割表。大規模校や夏の繁
忙期にこの時間割が利用されることが多く、朝のラッシュアワーを避け
た通学が出来たり、午前中に空いている観光地に行けたりするのが利
点です。
-1レッスン＝45分、1コマは90分で2レッスン分該当となります。
-コア授業が午後にターゲット授業が午前中に行われる場合もあります。
-セミインテンシブの選択科目が、他の曜日に行われる場合もあります。
-細かい授業開始時間や終了時間は校舎によって異なります。
-どの時間割表になるかは、学校初日に決まります。

シングルバンク制・時間割例
毎日朝から授業が始まる時間割表で、一部大規模校や繁忙期を除
いて、一般的に用いられています。曜日を問わず毎日決まった時間帯
で生活が出来るのが利点です。

-1レッスン＝45分、1コマは90分で2レッスン分該当となります。
-セミインテンシブの選択科目が、他の曜日に行われる場合もあります。
-細かい授業開始時間や終了時間は校舎によって異なります。
-どの時間割表になるかは、学校初日に決まります。

無料英語授業と学校アクティビティー
ECの授業の無い時間帯には、シングルバンクでもダブルバンクで
も、様々な英語の無料授業や、学校アクティビティーに参加するこ
とができます。発音クリニックに出てみたい日、友だちとどこかに遊び
に行きたい日、または家でゆっくり過ごしたい日等、自分の気分やラ
イフスタイルに合わせて、1日を自由にカスタマイズしてみてください。

ECの時間割
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

コア英語 ターゲット英語 コア英語 ターゲット英語 コア英語

今日の話題＆テーマ

「私のジャーニー」

アウトカム/成果
今まで自分が経験したジャー
ニーについて、会話のやり取り
を通じて話せるようになる。

ライティング・リーディング

アウトカム/成果
読む人にきちんと伝わるストー
リーが書けるようになる。

ポイントを押さえながら文章が
読めるようになる。

「新たな始まり」

アウトカム/成果
色々な過去の出来事につい
て、どんな異なる結末があり得
たか、表現できるようになる。

リスニング・スピーキング

アウトカム/成果
感情を上手く表しながら話
せるようになる。

ポイントと詳細を把握しなが
ら話を聞けるようになる。

「だれのせい？」

アウトカム/成果
上手くいかなかった過去の出
来事について、その理由や、
責任はどこにあるのかについて
話せるようになる。

レッスン内容＆練習例
ある2人のジャーニーについて
の会話を聞いてみる。

ジャーニーについてのストーリー
を語るのに必要そうな単語を
出し合ったり、習ったりする。

例:bumpy/slippery/
terryfying
訳:でこぼこ・むらがある/つるつるしてい
る・滑りやすい/怖い・ぞっとするような

会話を続ける上手な質問の
仕方を習う。

例:How	come/Why,	
Why	didn't	you..	etc.
訳:なんで？どうして？
なんで～しなかったの？

これらを使って会話を弾ませる
練習をしながら、お互いのジャ
ーニーについて理解する。

"へー、でもどうしてその時そっ
ちを選んだの？"
"あー、それはね…"

大変な結果になってしまったジ
ャーニーのストーリー
を読んでみる。	

読みやすい英語の文章の流
れはどういった形なのか、呼ん
だストーリーをお手本にして考
え、習う。

新しいストーリーを作り、物
語の中身や流れについて考
える。

もっとインパクトのある表現や
説明方法がないか話し合う。

"この話は最後に入れた方が、
みんなびっくりするし、面白くな
ると思う！"

宿題：授業中に考えたストー
リーを完成させて書いて来る。

人生の岐路での「決断」につ
いてディスカッション。

あるきっかけで人生が激変し
た有名人のストーリーについて
読んでみる。

その中に出て来る表現、例え
ば「仮定法」について気を付
けながら。

例:If	I	had	gone	to	
America	10	years	ago,	
I	would	be	the	owner	
of	a	company...
訳:もし10年前にアメリカに行っていた
ら、今頃自分は社長になっていたのに

自分たちの今までの人生の中
でのターニングポイントについ
て話してみる。もちろん「仮定
法」を駆使して！

"あの時たまたま遅刻を
していなかったら、今の奥さん
には会えていなかったんだ"

あるストーリーを聞きながら、
話者がどのようにして大事な
ポイントや情報を強調してい
るか、イントネーションや、間
の取り方を把握する。

火曜日に自分たちが作った
ストーリーの中で、ポイントと
大事な情報を確認する。

イントネーションや間の取
り方に工夫をしながら、自
分のストーリーを音読して
みる。

宿題:自分のストーリーを録
音して来る。

悲惨な、大変な結果になった
ホリデーについての会話を聞
いてみる。

レベル度が上がる形容詞のグ
ループを学んで使ってみる

例:Angry→Furious
				Hungry→starving
訳:怒った→激怒した
　　お腹が空いた→飢えそう

"もうあの時はさすがにお腹が
空きすぎて倒れるかと…"、"そ
れも全て彼のせい!"

ホリデー準備についての話を
理解するのに必要そうな単語
を出し合ったり、習ったりする。

起きてしまったトラブルと、それ
を防ぐために出来たはずのこと
をロールプレイ。

使用文法例:should
have	done	～	
訳:～するべきだった

火傷レベルの日焼けで悲惨
だったホリデー、
"ちゃんと日焼け止めを塗って
おくべきだった…(涙)"

ECの授業はこんな感じ
必ずしも現在形の次に現在進行形を習う必要はなく、また今日は「過去形を習った」「会話の授業が1時間があっ
た」でもないECのカリキュラム。

各レベルで出来るようになるべき事項を、文法や英語表現、単語等に細かく分け、それを身につけるために必要な
練習と適したトピックを選出。1週間のコースマップを通じた下記のような方法で、聞けて話せて、分かって使える英
語力＝アウトカム/成果が現れます。

1週間のカリキュラム＆授業例 / トピック:ジャーニー (長い旅、人生の行路)

•	 1レッスン＝45分で、毎日4レッスン分(1コマ90授業×2コマ分)、週20レッスンの
参考カリキュラム。週24レッスン、30レッスンの場合には20ページの選択科目のペ
ージも合わせて参考にしてください。

•	 レベルはインターメディエイト(中級)を基準にしたものです。

•	 実際の授業の際には、クラスの生徒の理解の早かった部分、理解に時間がかかっ
ている部分などに応じて、先生が臨機応変に授業内容をアレンジして行きます。

•	 トピックはその他に「気持ち」、「学び」、「食べ物」、「知り合い」、「外出・交際」等、
様々。それぞれのトピックを通じて学べる単語や文法、英語表現や発音等が、その
レベルに応じて巧みに組み込まれています。

特にスピーキング力が伸ばせる時間

特にリスニング力が伸ばせる時間

リーディングを通じて単語や表現に触れる時間

新しい単語や文法、英語表現等を習う時間

習った知識を使って書く時間＆課題

発音やイントネーションを学び、練習する時間

ECの授業では

授業時間の半分以上が
『話すための時間』です
※レベルや受講コースによって　　　　　　　　　　
異なる場合があります
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free
(adjective) /friː/
not costing or charging anything 

無料授業を組み合わせよう
「もっと勉強したい」というみなさんを応援するための、ECの無料英語授業。授業前やランチタイム、放課後の時間を使った楽しい授業が無料で追加で
きます。スケジュールは現地到着後に学校の掲示板等を確認。興味があるものには積極的に参加してみましょう。

会話クラブ
もっと英会話の機会を作りたい、授業中には思う様に話せな
かった、もっと気楽におしゃべりを楽しみたい、というみなさんの
ための無料会話の時間。飲み物を片手に、気軽に参加して
みましょう。

英語スキル別クリニック
発音練習やライティングのコツ等、英語のスキル別にポイントや
直し方を教えてもらえる英語スキル別のクリニック。同じ悩みを
抱えた人たち同士で参加するので安心、また効率よく勉強す
ることができます。

EC全校で共通＆人気の無料授業
下記の2つの無料授業は、ECのどの校舎でも実施されている人気の無料授業です。

各校オリジナルの無料授業	
共通無料授業以外にも、在校生のみなさんのニーズやリクエストに応じて、下記のような無料授業が開催されています。

テーマ別レクチャー 	
歴史やグルメ、心理学まで様々なテ
ーマで行われるレクチャー。ただ聞くだ
けでなく、質問タイムがあったり、感想
文の提出なども行われます。	

英語資格検定スキル  
わざわざコース受講をするほどでは
ないけれど、資格試験の勉強もして
みたいというみなさんのための授業
です。

ニュースで話そう  
今話題のニュースについて話し合う会
話クラブ。事件の起きた、その国の人の
意見がすぐに聞けたりと、海外留学なら
ではの経験ができます。

ワーククリニック 	
英文履歴書の書き方、英語インタビ
ューの受け方など、帰国後の就職準
備や、ワーホリでの職探しに役立つス
キルが学べます。

現地会話パートナー制度	
中期＆長期留学生を対象に、現地
のボランティアネイティブスピーカーを
紹介する制度。ボストン校で実施し
ています。

ライティングクリニック
SNSでのメッセージから、ビジネスメ
ールまで、様々なテーマのライティン
グ内容を通じて、ライティングのコツを
学びます。

ホームワーククラブ 	
たまってしまった宿題、困った宿題も、
友だちと一緒に取り組めばはかどるも
の。みんなで助け合いながら、しっかり
と終わらせて提出しましょう！

即興タイム
質問に瞬時に答えるゲーム感覚の
会話レッスン。英語に対する瞬発力
が鍛えられ、間違いを恐れない習慣
が身につきます。

ザ・"フ-ド"
留学先の街の歴史や政治の動き
が、どの様にその街の個性を作って行
ったのかを、エピソードを中心に楽しく
学びます。

ECの授業では

授業時間の半分以上が
『話すための時間』です
※レベルや受講コースによって　　　　　　　　　　
異なる場合があります
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選択科目 セミインテンシブ・インテンシブ英語受講生用

スキル強化のために厳選された科目群
ECの選択科目は、学生のみなさん1人1人が、自分に不足している英語スキルを強化したり、自分に必要な、または興味のある内
容を通じて英語力が伸ばせるように設定されています。例えばボキャブラリーの勉強でも、ただ単語の意味を覚えるのではなく、それ
をスピーキングや発音練習、ライティングにまで生かすのが、ECのやり方です。

選択科目名 伸ばせる英語スキル 必要英語レベル
リーディング ライティング スピーキング リスニング 発音 文法 低 中 高

シティー体験英語 e e e e e e

ビジネス英語入門 e e e e e e

アカデミック英語 e e e e e e

自信のつくスピーキング e e e e e e

グローバル思考と理解 e e e e e e

コミュニケーションのための文法 e e e e e e e

実生活で使えるリスニング e e e e e e

ボキャブラリーを広げる e e e e e e e e

自信のつくライティング e e e e

リーディングとライティングの基礎 e e e

リーダーシップ英語 e e e e e

英語資格試験スキル e e e e e e e e

プライベート＆ビジネスのSNS英語 e e e e

理解の深まる文法 (30+限定) e e e e e

外に出て英語を学ぼう＆使おう

現地到着後にレベルが不足していた場合、または該当レベルのクラスが無かった場合には、他の選択科目に変更となります。

申し込み時に選べる選択授業  下記3つの選択授業はお申込み時から選べます

レベルの目安
低：ビギナーから
      プレインターメディエイト程度
中：インターメディエイトから
      アッパーインターメディエイト程度
高：プレアドバンス以上

実際の開講選択科目は、校舎や時期、
レベル等によって異なります。

シティー体験英語
留学先の街について、もっと知りたいという人たち
のためのレッスン。その街の歴史や見どころ、その
土地ならではの言い回しや文化を通じて英語を
学びます。

週30レッスンの授業のうち、10レッスンはシティー
体験英語に特化。その街の歴史や文化について
学びながら、必要な語彙力や表現力もしっかりと
身に付ける、ユニークな英語カリキュラムです。
テーマは毎週変わり、例えば、"アート＆文化につ
いて説明しよう"というテーマの週であれば、それに
関するストーリーや英語表現について学んだあと、

シティー体験英語 ビジネス英語入門 アカデミック英語

開講校
ワシントン、サンフランシスコ、
サンディエゴ、マイアミ校を

除く、EC全校
EC全校

ボストン、ロサンゼルス
サンディエゴ、 サンフランシスコ校

バンクーバー、トロント校
(パスウェイプログラムの一部として)

受講可能レベル 全レベル プレインターメディエイト以上
インターメディエイト以上

アッパーインターメディエイト以上

開講日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日

受講週数 1週間以上 1週間以上 1週間以上

週レッスン数 30レッスン(20+10) 30レッスン(20+10) 30レッスン(20+10)

週授業時間 22.5時間 22.5時間 22.5時間

実際に地元の美術館や博物館などを訪れます。
そこでは習った英語を思い出しながら、クラスメート
と鑑賞、翌日の授業ではさらに感想などを話し合
ったりもできます。他にも"スポーツで語ろう"でスタ
ジアム見学、"地元の人のように話そう"で街中イ
ンタビューを行うなど、テーマには尽きません。

ビジネス英語入門
仕事の場で自信を持って英語が使えるようになる
ためのレッスン。会議の場、ビジネスメール、仕事の
プレゼンテーション、レポートの書き方、スカイプミー
ティング等、国の違う人たちと働く環境の様々なシ

ーンを想定しながら、仕事の場にふさわしい表現
や方法を身につけていきます。

アカデミック英語
リサーチ＆レポートの書き方、学究プレゼンテー
ション等、海外の大学や、大学で英語で授業を
受ける際に必要な英語力とスキルを身につける
ためのレッスン。

ビジネス英語入門については29ページ、アカデミック英語については
26ページにも案内があります。
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自信のつくスピーキング
英語での会話に自信が持てるよう、ネイティブとの会話にもついて行けるよう、
クラスで会話を楽しみながら、またリスニングや発音、流暢さなどにも注意をは
らいながら、スピーキングの練習をします。

グローバル思考と理解
今世界で起きている問題や出来事についてディスカッション。背景にある文
化なども理解しながら、自分の考えや意見を持ち、それを英語で表現できる
ようにして行きます。世界のニュースに関心を持ち、グローバル思考を身につ
けるのにも役立ちます。

コミュニケーションのための文法
文法の知識を、テストのためではなく、より円滑な会話やメールでの意志伝
達等のコミュニケーションに役立てるためのレッスン。文法が間違っていても言
葉は通じますが、間違いだらけの文法では、本当に言いたいことは伝わらなく
なってしまいます。

実生活で使えるリスニング
会話、音楽、映画、動画、アナウンス放送等、普段の生活で接するリスニン
グの場面を利用、耳で理解する英語に慣れ、同時に新しい語彙を吸収、
聞いた内容にしっかり対応できるリスニング＆コミュニケーション力を身につけ
ます。

ボキャブラリーを広げる
英単語の作りを理解することで、初めて見る単語の意味が分かりやすくなっ
たり、熟語や慣用句等、いくつかの単語を組み合わせることで、表現方法が
豊かになったりといった、語彙力を高めるためのコツを学びながら、使える英単
語の幅を広げて行くレッスンです。

現地で選ぶ選択科目
意外に文法が分かっていなかった、話せないのは聞けていないからだった等、留学が始まってから気付
く弱点は意外に多いもの。また興味の対象なども留学中に変わっていくのは当然なので、選択科目は
現地で選んだり、定期的に変更可能です。

自信のつくライティング
仕事、授業、個人ブログ、SNS等、様々な場面に合わせて、フォーマルなラ
イティングからカジュアルなライティングまで、異なるスタイルでのライティングが
使い分けられるようになります。また、自分で自分の書いたものが直せるよう
になる練習も行います。

リーディングとライティングの基礎 
語学力の源泉となるリーディングとライティング。きれいな正しい英語に多く触
れ、また豊富なリーディングを通じて、翻訳式ではない英語の理解が可能に
なります。

リーダーシップ英語	
その場の中心になって会話を進めて行けるよう、効果的な情報の伝え方、
周りの人たちと上手に交渉を進める方法、自分の意見や考えをしっかりと持
ち、周囲を説得できるスキル等を学びます。

英語資格試験スキル
IELTS、TOEFL、TOEIC、ケンブリッジ英検等、インターナショナルな英語資
格検定でのスコアアップ、合格に必要な共通のコツやスキルを身につけます。	

プライベート＆ビジネスのSNS英語 
ソーシャルメディア上での英語コミュニケーションスキルを上げるためのレッスン。
プライベートはもちろん、仕事上でのブランド力向上にも役立ちます。

理解の深まる文法 (30+限定)
昔習った文法を改めてしっかりと理解。シチュエーションにふさわしく、文法的
にも正しい、しっかりとした英語が使えるようになりたいという「大人のための英
語」です。

入門レベルの勉強ができる、選択科目のビジネス英語 自分に必要な英語スキルを選択、バランスの良い英語力を

実際の開講科目は校舎や時期、レベル等によって異なります。万が一希望の選択科目が開講していなかったり、空きが無かった場合には、自分が伸ばしたいスキルを基準に他の科目に変更して行きましょう
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定期的なレベル&進捗度チェックとレベルアップ
ECでは原則として5週間に1度、コンピューターベースでのレベルテストが行わ
れます。そのテスト結果と授業中の授業参加度(会話)、出席率、提出物の
提出率等が総合的に判断され、また学生と先生との相談結果等も加味され
ながら、レベルアップが決まります。

個別カウンセリングを通じた学習&生活サポート
留学生のみなさんの中には、留学先での効率的な勉強方法が分からないま
ま伸び悩んでしまったり、カルチャーショックなどでスランプに陥ってしまうケースも
あります。ECでは、5週間に1度のレベル確認テスト後に行われる学習カウン
セリングと、4-6週間に1度行われる、生活面も含めた総合カウンセリングが受
けられるので、勉強面でも生活面でも安心です。

ECオンラインを通じた"可視化できる”レベルアップ
みなさんのレベルテストの結果は、ECオンラインのマイページから閲覧可能。ラ
イティング、リスニング等のスキル別にその進捗度が表示されるので、自分の弱
点や得意分野が可視化され、これからの学習目標が立てやすくなります。学
習カウンセリングで相談された内容等も記録として残せるので、次のカウンセリ
ング時に役立ちます。

6カ月以上の長期留学生対象:
アカデミックイヤーコース 

ECオンラインで
渡航前学習
申し込みと同時に利用
が開始できるECオンライ
ン。渡航前に少しでも英
語を英語で学ぶことに慣
れておきましょう。ECオン
ラインは、留学中も自己
学習管理ツールとして活
用します。

出会いの始まり
留学開始
長期留学に焦りは禁物。
ホストファミリーやルームメ
ート、学校の先生やクラ
スメート等、これからの留
学生活の充実度にもつ
ながる出会いを大切に、
まずは生活を落ち着かせ
ましょう。

アカデミック
オリエンテーション
長期留学生には、短期
留学生とは違ったプラニン
グやアドバイスが必要。留
学開始初期に、学習面
に特化したオリエンテーシ
ョンが行われるので、積極
的に参加しましょう。

アウトカム・成果型
カリキュラム
週毎に設定された「出来
るようになること」の目標
と、そのための方法、手段
が明示されたECのカリキ
ュラム。みなさんは毎週毎
週、必ず「英語で出来る
こと」が増えて行きます。

ECアドバンスで
進捗度をモニター
ECのレベル確認テストは
コンピューターベースで行わ
れます。みなさんの英語力
の伸びや弱点、得意分野
等は、個人ページに記録
され、ECアドバンスシステ
ムを用いてモニターされて
います。

コースの流れ

WELCOME 

ECのアカデミックイヤーコースはここが違う:
• オンラインシステムを利用、可視化できる留学を実現
• カウンセリングを通じ、1人１人に合った留学を実現
• 世界共通のカリキュラムによる2ヵ国&2都市留学

受講中のテスト結果やレベル
の伸び、出席率等は、全てEC
オンラインでデータ化、可視化
されます。
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6カ月以上の長期留学生対象:
アカデミックイヤーコース 

留学の成果、英語試験対策コースとの組み合わせ
長期留学のモチベーション維持、就職に役立つ資格取得等、アカデミックイヤ
ーコース受講生には、英語資格対策コースとの組み合わせがおすすめ。レッス
ン数が同じコースであれば、追加授業料の発生はありません。
• ケンブリッジ英検	-	世界各国の企業や大学で認められている英語資格

検定
• IELTS	-	大学進学やビザ申請のための必要条件として認められることの

多いスコア制英語検定
• TOEFL	-	大学進学、専門機関で認められることの多いスコア制英語

検定
• TOEIC	-	アジア圏を中心に世界120か国以上の企業、教育機関で認

めらえることの多いスコア制英語検定
　　(コース詳細は次ページをご参考ください)

共通カリキュラムで安心、2か国&2都市留学
せっかくの長期留学、留学先を1か所に絞らなければならない、という理由は
ありません。興味があるのであれば、EC内の2都市以上、2か国以上を組み
合わせての留学も可能。ECのカリキュラムは世界共通なので、次の国、学校
でも、スムーズに勉強を続けることが可能です。

フレックス・ホリデー制度
ECのアカデミックイヤーコースは毎週入学可能。リフレッシュ旅行や、一時帰国
のためのホリデーも、各国でのビザ条件や規定の範囲内であれば、時期を自
分で選び、任意で取得できます。

次のステップを目指す、大学進学サポート
ECのアカデミックイヤーコースを修了後に、カナダ、アメリカ、マルタ、アイルランド
での提携校への大学進学を目指す場合には、ECの大学進学サポートが無料
で受けられます。

テスト結果に基づく
個別アドバイス
レベル確認テスト後は、その
結果を基に個別アドバイス
を受けます。テスト結果は点
数だけを見るのではなく、病
院での検査のように、先生
の判断を仰ぎ、その後の方
針を立てることが大切です。

進度の遅れには
個別サポート
万が一思った様に英語
力が伸びていない時に
は、ECオンラインを利用し
た宿題や、無料授業参
加のアドバイス等をもらっ
たりしながら、望ましいレベ
ルに達するまでサポートが
受けられます。

留学生活
カウンセリング
レベル確認テスト後のカウ
ンセリングと別に、長期留
学生は4-6週間に1度ず
つ、生活面等も含めた、
総合的なカウンセリングを
受けることができます。

無料授業と
アクティビティー
EC各校では、毎週様々
な無料授業やアクティビ
ティーが行われています。
英語の上達は、授業以
外の時間をどう使うかによ
っても大きく左右されるの
で、こういった機会を最大
限利用しましょう。

卒業テストと
修了証
留学最終週には、卒業セ
レモニーで修了証が渡さ
れます。また卒業週に最
後のオンラインテストを受
けると、留学開始前のレ
ベルと、修了時のレベルが
記載された、英語レベル
証明がもらえます。

「昨日の宿題、やって来た？」長期留学でしっかり真面目に勉強を

ECの授業では

授業時間の半分以上が
『話すための時間』です
※レベルや受講コースによって　　　　　　　　　　
異なる場合があります

academic  
(adjective) /ˌækəˈdɛmɪk/  

of or relating to performance in courses of study

journey   
(noun) /ˈʤɜːni/  

an act of traveling from one place to another
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B2ファースト[FCE]
英語を使う仕事環境で、言語的に周りに頼る
ことなく、自分で仕事が出来る英語力が証明
できます。	
受講可能レベル:
•	 標準コース:インターメディエイト
•	 8週間コース:アッパーインターメディエイト
•	 4週間コース:プレアドバンス

C1アドバンス[CAE]
英語ネイティブの国で、大学の授業や仕事の場
での英語使用に問題が無いことを証明できるレベ
ルです。	

受講可能レベル:
•	 標準コース:プレアドバンス
•	 8週間コース:アドバンス
•	 4週間コース:アドバンス

C2プロフィシエンシー [CPE]
英語が使われるどんな場面でも、正確、且つ流暢
に英語でコミュニケーションが取れることを証明でき
るレベルです。	

受講可能レベル:
•	 アドバンス

基本英語力を高める
資格試験合格のためにも、コア英語は必須。リー
ディング、ライティング、リスニング、スピーキングとい
った英語の基本スキルを地道に上げて行くことが、
試験合格、高スコア獲得の近道です。

試験テクニックの取得
該当試験のパターンに慣れ、問題を見て自分の
考えるべきことが瞬時に判断できるようになると、
合格への道が見えてきます。多くの過去問題に
取り組む中で、自分の基本英語力を上手にテ
クニック化させていくことができます。

ケンブリッジ英検対策コース
B2ファースト/C1アドバンス/C2プロフィシエンシー 
ケンブリッジ英検は、世界中の多くの企業や大学、カレッジで認められている英語資格検定で
す。スピーキングのテストも含まれ難易度は高めですが、試験合格のためだけの勉強にならず、
本当に「使える英語」が学べるのが特徴です。

B2ファースト
[FCE]

C1アドバンス 
[CAE]

C2プロフィシエンシー 
[CPE]

サンディエゴ 20,	30 20,	30 30

ロサンゼルス 30 30 -

マイアミ 30 30 -

トロント 20,	30 20,	30 -

バンクーバー 20,	30 20,	30 30

ロンドン 20,	30 20,	30 30

ケンブリッジ 30 30 -

ブライトン 20,	30 20,	30 -

ブリストル 30 30 -

マンチェスター 30 30 -

ダブリン 20,	30 20,	30 -

マルタ 20,	30 20,	30 30

ケープタウン 20,	30 20,	30 -

履歴書に書ける英語力:

英語資格試験対策コース

試験対策コース受講の利点:
• 長期留学中にもモチベーションが維持しやすくなる
• 一般英語で学んだ内容を総整理、知識をしっかりと頭の中に固定できる
• 試験合格、○点取得といった明確な目的を持って勉強を続けられる
• 履歴書に書ける英語力が持ち帰れる
• 英語力のピークにある留学中にテストが受けられる

開講校(必要受講レッスン数)

開講日:EC料金表上の一覧を参照ください。

練習量の多さとコツの習得が高得点、合格につながります
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IELTS 
IELTSテストは、イギリスやカナダ、オーストラリア、ま
た一部アメリカの大学入学要件として利用されてい
る資格試験です。	また大学以外の専門機関や、
移民条件としての英語力の判定にも頻繁に使わ
れています。

受講可能レベル:インターメディエイト

TOEFL  
TOEFLテストは、大学レベルでの英語力の有無
を判断するために用いられる英語資格試験で、北
米の大学を中心に世界130か国、8,000以上の
教育機関で認められています。

受講可能レベル:インターメディエイトまたはアッパーインタ
ーメディエイト	(詳細はEC料金表上の一覧を参照ください)

TOEIC 	
TOEICテストは、アジア圏を中心とする世界
120か国、	10,000	以上の企業や政府機関
で利用されている英語資格検定です。

受講可能レベル:インターメディエイト

得点アップに特化
Higher	Score®の教育メソッドでは、

1.正答を引き出すための思考
2.試験時間を有効に使う作戦
3.試験のための英語は英語で考えること

の3つに集中、鍛え上げることで、学生の英語の潜
在力を引き出し、高得点につなげます。

Higher	Score®を教える先生たちは、それぞれ
のテストの特徴や傾向を熟知、この教科を教えら
れるよう、個別のトレーニングを受けていてます。

また用いられる教材はアカデミックチームによって厳
選され、	Higher	Score®の教育メソッドが最大
限に生かせるものが利用されています。

追加無料オンライン学習
IELTS、TOEFL、TOEICといった資格試験は、社
会で求められる英語の変化や、世の中の流れに
応じてその内容も変わって行くので、ECのHigher	
Score®で学ぶ内容も、常に更新され続けてい
ます。

また合わせてECの無料オンライン学習ツール、EC
オンラインには、試験対策向けの機能が充実して
いるので、「いかに多くの問題パターンに慣れておく
か」が高得点獲得の肝となるテスト勉強の、大きな
助けになります。

IELTS TOEFL TOEIC

ボストン - 30* -

ニューヨーク - 30 -

サンフランシスコ - 30* -

サンディゴ - 30 -

ロサンゼルス - 30 -

モントリオール 30* - -

トロント 20 20 20

バンクーバー 20 20 -

ロンドン 20,	30 - -

オックスフォード 20 - -

ケンブリッジ 20,	30 - -

ブライトン 20,	30 - -

ブリストル 20,	30 - -

マンチェスター 30* - -

ダブリン 20 - -

マルタ 30 30 -

ケープタウン 30* - -

HIGHER SCORE®
IELTS/TOEFL/TOEIC 

スコア型英語資格試験スコアアップに特化したコース。ECのHigher Scoreな
らではのメソッドを駆使し、みなさんにとって必要な目標のスコアに達するまで、　

そのコツと テクニックを徹底トレーニングします。

開講校 (必要受講レッスン数	/*20一般英語+10試験対策)

開講日:毎週月曜日
受講期間:最低2週間以上、4週間以上推奨
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海外大学進学
サポートプログラム

勉強するECの校舎を決めよう 
ECの提携大学は、アメリカ、カナダ全土に広がっ
ています。行きたい大学の近くのECでも、または
他国のEC校舎でも、ECの英語力は大学入学
要件として認められます。

志望校を決めよう 
ECの大学進学カウンセラーと相談しながら、志望
校を決定。出願手続きを行って、「条件付き入
学許可書」を受け取れば、大学でのみなさんの席
は、 「仮押さえ」の形で保証されます。

必要英語レベルとスキルの取得  
志望大学入学に必要な英語力を身に付ける
と同時に、大学入学後に必要な、ノートの取り
方、ライティング等のスキルを身に付けます。スラ
ンプに陥ってしまいそうな時には、進学カウンセラ
ーにいつも相談。

北米大学進学
アメリカやカナダの大学に進学する方法は様々ですが、ECでは「進路相談」
のような形で、留学生のみなさんの大学進学サポートを行っています。
留学開始時には、未だ具体的な行きたい大学が決まっていなくても、ECに
在学して英語力を上げながら、学校の進学サポートスタッフに相談、自分の
やりたい勉強が出来る大学やカレッジを見つけて行くことができます。
もちろん日本にいる間から、自分の行きたい大学やカレッジが決まっている場
合には、留学初期からその目標に向かって勉強ができます。

条件付き入学
北米、特にアメリカの大学には、条件付き入学と呼ばれる制度があることが
多く、日本にいる内に、または渡航後規定の英語力に達する前から入学手
続きを開始、条件付き入学レターの発行を受けておくという方法があります。
この手続きを先に進めておくと、アメリカの学生ビザが下りやすく、また規定の
英語力に達しなければならない期限が、通常の入学手続きよりも遅めなの
で、余裕を持って英語力を上げたいという人におすすめの方法です。

TOEFL/IELTS免除
ECは北米の多くの大学、コミュニティーカレッジと提携を結んでいて、提携大
学に進学するECの学生には、TOEFLやIETLSといった、大学に英語力を
証明するための資格の提出が免除されます。
その代わりに、大学で定めるECでの英語レベルのクリアすれば、資格に代わ
る英語証明になるので、みなさんは試験勉強ではなく、純粋に英語力を上
げるためのECの勉強に集中することができます。

アカデミック英語とパスウェイプログラム
大学進学後に必要な英語力は、普段の生活や仕事で必要な英語とは異
なります。例えば、講義を聞いてポイントを上手くまとめる方法、学術的なレ
ポートの書き方やプレゼンテーションの行い方等、こういった英語力を身につけ
ているかどうかが、大学入学後の成績を左右します。
ECアメリカ校の指定校舎では、選択科目の1つとしてアカデミック英語が学
べ、またカナダ校ではパスウェイプログラムを受講することによって、大学進学
後に備えた勉強を進めておくことができます。

321大学進学までの流れ

support
(verb) /səˈpɔːt/
assist, help; to hold 
up or serve as a 
foundation for
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大学・カレッジ入学 
必要な英語力に達したら、大学の入学時期に
合わせて手続き。最終的な入学許可書が発
行されるまで、ECの進学カウンセラーがサポー
ト、大学進学後に向けてのアドバイスなども行
われます。

海外大学生活＆未来 
アメリカやカナダの大学で、知識や技術を取得。
磨かれた英語力と合わせて帰国をすれば、未来
の選択肢も変わります。またカナダ移住を望む場
合、カナダの大学卒業資格は、ビザ取得に大き
く役立ちます。

アメリカ提携大学＆カレッジ例
The	State	University	of	New	York

	-	Fredonia
University	of	Hartford

Depaul	University
Pacific	Luthern	University

UC	Santa	Cruz	Silicon	Valley	Extension
Sana	Monica	Collge

Foothill-De	AnZa	College
Bunker	Hill	Community	College

Gree	River	College

カナダ提携大学＆カレッジ例
Acsenda	School	of	Management

Alexander	College
Brock	University**

Cape	Breton	University
Centennial	College
Conestoga	College

Confederation	College
Fairleigh	Dickinson	University

George	Brown	College
Georgian	College
Herzing	College

Lakehead	University**
Lambton	College
LaSalle	College

Mount	Saint	Vincent	University
Niagara	College

Royal	Roads	University
Seneca	College

Sheridan	College
Sprott	Shaw	College

Thompson	Rivers	University
Toronto	Film	School

University	Canada	West
University	of	Guelph*

University	of	Northern	British	Columbia**
University	of	Regina**
Vancouver	Film	School

Vancouver	Institute	of	Media	Arts
Wilfrid	Laurier	University**

*カナダ大学ランキング上位20校
**カナダ大学ランキング上位50校	

出典:	webometrics.info

マルタ提携大学
University	of	Malta*

London	School	of	Commerce	Malta

*ギャップイヤープログラムのみIELTS/TOEFL免除

アイルランド提携大学
Dublin	Instituie	of	Tecnoloy

4 5

出願・進学手続きサポート
出願の際には、日本からの必要書類を確認したり、オンライン申請を正しく
行ったり、またはエッセイの提出等、様々な手続きが必要になります。
ECでは、各校の担当スタッフ、または専門スタッフのサポートを受けながら、希
望の大学への出願手続きを進めて行くことができます。

ECオンキャンパス
ニューヨーク州立大学のフレドニアキャンパス、カリフォルニア州立大学エクステ
ンションのシリコンバレーキャンパスでは、進学を希望する留学生のための事
前英語課程、またシリコンバレーキャンパスの場合には、その準備課程をEC
が行っています。

人生の大きな岐路となる、海外大学進学

アカデミック英語開講校 パスウェイプログラム開講校 大学進学サポートサービス提供校

ボストン、サンディエゴ、
サンフランシスコ、ロサンゼルス校 トロント、バンクーバー校

アメリカ校全校、カナダ校全校
(ダブリン、マルタ校では

提携大学のみサポート可能)
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マルタ大学に短期留学:

ギャップイヤープログラム
ECのコースで英語力を伸ばした後に、マルタの国立総合大学で1学期分の大学の授業を受ける、ギャッ
プイヤープログラム。日本の大学に在学中の休学生向けのプログラムです。

プログラム日程 EC英語授業 マルタ大学

2019年大学前期コース	 2019年4月-9月 2019年10月-2020年1月

2019年大学後期コース	 2019年9月-2020年1月 2020年2月-5月

　　　　　必要英語力 インターメディエイト アッパーインターメディエイト

受講科目例
国際関係学
近代地中海学
ヨーロッパ＆グローバル史
哲学
芸術史
社会学

建築学
経済学
エンジニアリング
コミュニケーション
ビジネス										
　　　　　　　　他　　

UCSCシリコンバレーで学ぶ:

カリフォルニア州立大学エクステンション
大学既卒者向けの本格コース。現地アメリカの社会人たちも通うコースで、カリキュラム中には無給インター
ンシップが含まれています。また希望者はプログラム修了後のOPT(Optional	Practical	Training)	期
間を利用して、アメリカ国内で有給で働くこともできます。

受講科目例
ビジネス&マネージメント　　
経営学	/	プロジェクト&プロ
グラムマネージメント		/	マー
ケティング

応用＆自然科学	
バイオテクノロジー

教育	
英語教育(TESOL)	

エンジニアリング＆テクノロジー	
コンピュータープログラミング	/	デ
ータベース&データ解析	/	エンべ
デットシステム	/	情報技術/	イン
ターネットプログラミング＆開発	/	
Linuxプログラミング&管理	/	ソフ
トウェアエンジニアリング	/	VLSIエ
ンジニアリング	/	ウェブ＆インタラク
ティブメディアデザイン
　　　

プログラム日程 アカデミック英語 準備課程 UCSCエクステンション

春学期

毎週開講

2019年1月-3月 2019年3月開始

夏学期 2019年3月-5月 2019年6月開始

秋学期　　　　　 2019年5月-8月 2019年8月開始

冬学期 2019年9月-12月 2020年1月開始

必要英語力 インターメディエイト プレアドバンス アドバンス

　実際に受講できる科目は、日本での専攻や英語力によって異なる場合があります
後期コースでは受講できない学科もあります

エクステンション
&インターンシップ

エクステンション
&インターンシップ

エクステンション
&インターンシップ

エクステンション
準備課程

アカデミック英語 有給OPT
卒業後就労可能期間

約3ヶ月 約9ヶ月(各学期11-17週間) 1年(希望者のみ)

ヨーロッパの国立大学に短期留学

開始時のレベルに
応じて期間変動
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英語レベルと用途で選ぶ:

仕事に使うビジネス英語
同じ自己紹介でも、個人的な友だちを紹介されるのと、仕事の相手を紹介されるのでは、話すべき内容や使
うべき表現は違うもの。いざという時に困らないように、または仕事で使うことを前提に受講するコースです。

ビジネス英語入門
初中級(プレインターメディエイト/TOEIC400)程度の場合

ビジネス英語だけを学ぶには、まだ少し基礎力が足りません。週30レッスンまたは24レッ
スンのコースを受講し、一般英語に加えて、選択科目の時間帯にビジネス英語入門が
受けられる、ビジネス英語入門コースの受講がおすすめです。

同僚との共通語が英語の職場や、仕事
の関係で英語圏の国に行くことになった時
などに起こりうる場面を考えて作られたコー
ス。ビジネス英語入門としておすすめです。
週30レッスンの授業のうち、10レッスンは、

仕事の場で必要になるテーマやシチュエーショ
ンを用いながら、ビジネスの様々な場面で役
立つ英語表現や単語を学ぶカリキュラムです。	

開講校：EC全校

ビジネス英語 30+
中上級(アッパーインターメディエイト/TOEIC600)以上の場合

ロンドン校限定、ヨーロッパの金融やビジネスの中心都市で学ぶビジネス英語。放課後
には一緒にロンドンビジネス街に出かけたり、仕事帰りのロンドンっ子の集まるパブに紛
れてみたり。世界中から集まる同年代のビジネスパーソンたちと学び、交流できるのが魅
力です。

ビジネス英語ミニグループ 30+
中級(インターメディエイト/TOEIC500)以上の場合 

マルタ校限定の短期集中、少人数で英語力を伸ばすビジネス英語ミニグループがおす
すめ。ヨーロッパから休暇とブラッシュアップを兼ねてやって来る、ビジネスパーソンたちの参
加がほとんどなので、ネットワーキングにも最適です。

1クラス最大6名までの少人数クラスなの
で、セミカスタマイズのレッスンが可能。コー
ス開始前には、受講予定者からのニーズ
調査が行われます。授業は週20レッスンま
たは30レッスンから選べ、更に自分のニー

ズに合った授業を希望の場合には、1週間に
1コマから受講可能な、個人レッスンの追加が
おすすめです。

開講校：マルタ

世界中の「大人の留学」生に評判のロンド
ン30+校で、在校生たちのリクエストに応
じる形で始まった、ビジネス英語クラス。ク
ラスメートたちは、それぞれの国で、多種多
様な仕事に付いている人たちがほとんどな

ので、授業中のディスカッションも尽きませ
ん。せっかく高い英語力のあるみなさんで
あれば、ぜひおすすめしたいビジネス英語
コースです。

開講校：ロンドン

ヨーロッパの国立大学に短期留学
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基本事項 ニューヨーク30+ トロント30+ ロンドン30+ ダブリン30+ マルタ30+

教室数 6 8 8 4 7

平均クラス人数 12 13 11 12 10

最大クラス人数 15 15 12 15 12

全体定員 90 120 96 58 78

学生用コンピューター数 3 12 6 4 4

受入最低年齢 30 30 30 30 30

開講コース ニューヨーク30+ トロント30+ ロンドン30+ ダブリン30+ マルタ30+

ジェネラル英語(20) e e e e e
セミインテンシブ英語	(24) e e
インテンシブ英語	(30) e e e e e
ビジネス英語(20) e
ビジネス英語入門	(20+10) e e e e e
シティー体験英語	(20+10) e e e e e
個人レッスン e e e e e
ビジネスミニグループ(20/30) e
クラブ50+:	ミニグループ20	 e

追加出来るコース ニューヨーク30+ トロント30+ ロンドン30+ ダブリン30+ マルタ30+

マスタークラス e e e e e

英語+お稽古 ダンス ファームステイ ダイビング

気の合う仲間たちと学ぶ
社会経験を積んでいたり、家族や子供がいたりと
いった、共通の話題が多い人とのクラスの方が、
苦手な英会話でも、よりリラックスして授業に参加
できます。	

年齢にふさわしい話題と授業内容
30+のクラスでも、学ぶべき英語のスキルは一般
のクラスと同じですが、スキルを学ぶために使われ
る設定場面やトピックなどが、より「大人」が興味
の持ちやすい内容になっています。また言葉遣い
や表現なども、より大人のみなさんにふさわしいも
のとなります。

放課後や週末の「学び」
放課後や週末の自由時間も、同年代の留学生
たちなら気軽に誘い合っての外出などもしやすくな
るので、自分たちなりの「大人の留学」が満喫でき
ます。30+専用の無料授業やアクティビティーも。

落ち着いた学習環境と学校施設
30+のみなさんには専用ラウンジがあり、休み時
間や自習をしたい時、またスタッフに質問がある時
なども、専用スペースでゆっくりと落ち着いて過ごす
ことができます。

              
大人の留学

追加マスタークラス
基本の30+のレッスンだけでは、少し物
足りないというみなさんのためのクラス。最
大6名までのクラスで、スピーキングや発
音を集中的に練習したり、文法の使い方
などを細かく質問したりしながら、授業が
受けられます。

英語＋お稽古
留学先で、英語以外のことも習ってみた
い、体験してみたいというみなさんのための
追加プログラム。各種ダンスを習ったり、ダ
イビングライセンスの取得が可能です。

気の合う同世代の人たちと過ごす放課後の時間

Students in classやっぱり嬉しい卒業証書
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オレンジカーペット 無料WiFi スマートボード 資料室 自習コーナー 学生ラウンジ カフェ 屋外テラス キッチンエリア

ニューヨーク30+ e e e e

トロント30+ e e e e e e e	建物内 e

ロンドン30+ e e e	スマート
タッチスクリーンTV e e e e	建物内

ダブリン30+ e e e	スマート
タッチスクリーンTV e e e	隣接	

マルタ30+ e e e	スマート
タッチスクリーンTV e e e e	建物内 e

20%	ブラジル 7%	フランス 5%	スペイン

9%	日本 6%	イタリア 5%	ドイツ
8%	スイス 5%	トルコ 35%	その他	(31ヵ国)

国籍比率

23%	ブラジル 9%	イタリア 7%	スイス

10%	トルコ 8%	フランス 5%	ドイツ
9%	スペイン 8%	ロシア 21%	その他	(16)

29%	ブラジル 6%	イタリア 5%	ロシア

10%	日本 5%	トルコ 5%	スイス
9%	コロンビア 5%	スペイン 26%	その他	(57)

ロンドン30+

29%	ブラジル 7%	スイス 5%	韓国
12%	日本 6%	フランス 4%	スペイン
7%	コロンビア 6%	イタリア 24%	その他	(39)

国籍比率

ニューヨーク30+

35%	ブラジル 9%	韓国 3%	フランス
12%	日本 9%	メキシコ 2%	スペイン

12%	コロンビア 5%	チリ 13%	その他	(38)

トロント30+
年齢層

国籍比率

ダブリン30+

国籍比率

国籍比率

マルタ30+

受講可能レベル

一般英語	20/24/30 全レベル

ビジネス英語 アッパーインターメディエイト以上

ビジネス英語入門 プレインターメディエイト以上

ビジネス英語ミニグループ インターメディエイト以上

シティー体験英語 全レベル 専用ラウンジで休み時間や放課後もゆっくり過ごせる：ロンドン30+ラウンジ

年齢層

			30-40				41-50				51+	

年齢層

			30-40				41-50				51+	

年齢層

			30-40				41-50				51+	

年齢層

    30-40				41-50				51+				30-40				41-50				51+	



32

日 サンデーウェルカムアクティビティー

月 クラス分けテスト	/	オリエンテーション	/	レッスン ウェルカムディナー

火 レッスン 世界遺産都市バレッタツアー

水 レッスン オプショナル：ブルーグロット＆マルサシュロックツアー

木 レッスン ハーバークルーズ オプショナル：ヨガレッスン

金 レッスン オプショナル：ポパイビレッジ

土 ゴゾ島１日ツアー

日 オプショナル：シチリア島1日ツアー

月 レッスン ライムストーンヘリテージツアー オプショナル：ディナー

火 レッスン イムディーナツアー

水 レッスン マルタエクスペリエンス

木 レッスン オプショナル：マルタワインティスティング オプショナル：スリーシティーズナイトツアー

金 レッスン 修了式

土 帰国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　																																			　注：上記はプログラム例で、実際のプログラムとは異なる場合があります	

開講レベル 全レベル

開講 2019年5月6日-5月17日	
2019年9月23日-10月4日

レッスン数 20(週15時間)

クラス定員 6名

・参加者同士で楽しむアクティビティー付き
・通学&アクティビティー参加用バス付き
・定員6名までの少人数制クラス
・過去10年以上毎回確実催行
・30+やミニグループとの組み合わせ可能
・ヨーロッパからの参加者が主流*

　*主な参加者の国籍は例年スウェーデン、スイス、デンマーク、ブラジ
　	ル、日本等ですが、実施回によって大きく異なります。

アクティビティー付プログラム:

クラブ50+
50歳以上の方々を対象としたアクティビティー
付きのスペシャルプログラム。地中海の青い空
と海、世界遺産の古代遺跡、中世の街並み
等、2週間の留学をたっぷりと楽しんでください。

語学+お稽古留学

語学+
お稽古留学 せっかくの留学、語学以外にも何かチャレンジ

してみたいというみなさんを応援するプログラム
その街ならではの趣味を満喫してください。 

サーフィン	-	サンディエゴ
海岸沿いのラ・ホヤ地域に位置するEC
ならではのサーフィン体験。プロのコーチ
に習うので初心者でも安心。また基本
的な装備は全て貸し出されるので気軽
に参加できます。

英語コース期間：1週間以上
サーフィンレッスン：5セッション
(2週間以上の滞在推奨)
英語レベル：初級以上

ダンス	-	ニューヨーク
ジャズやクラシック、ヒップポップなどのダン
ス一般はもちろん、ヨガなどのクラスがあ
るのも魅力。レッスンは1日中行われて
いるので、その中から自分に合ったもの
を選びます。

英語コース期間：2週間以上	
ダンスレッスン：週5セッション
英語レベル：初級以上

料理	-	モントリオール
世界にその名をはせるフランス料理。英
語またはフランス語で受ける実践的なレ
ッスンを通じて、みなさんも立派なフレン
チ・ホームシェフになることが出来ます。

語学コース期間：1週間以上	
料理レッスン：2セッション
語学レベル：初級以上

ダイビング -	マルタ
PADIのライセンス(オープンウォーター/ア
ドバンス)を取得して、洞窟、沈没船、
岩礁など透明度の高いマルタの海ならで
はの海中の景色が楽しめます。

英語コース期間：1週間以上
ライセンス取得期間：最短で1週間
	(2週間以上滞在推奨)
英語レベル：初級以上
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バイリンガル都市ならでは: 

フランス語&バイリンガルコース -	EC	モントリオール

英語/フランス語プログラム
バイリンガル都市のモントリオールですが、もちろん英語だけ、フランス語だけを
学校で勉強することも可能。日本人率が低目、ヨーロッパを思わせる独特の
街並みは、人とは違うカナダ留学を求める留学生にも人気です。
週20レッスンの一般コース、選択科目を組み合わせる週24、30レッスンのコ
ースの中から選べます。

ビジネスフランス語コース
週20レッスンの一般フランス語と、週10レッスンのビジネスフランス語を組み合
わせるコース。

バイリンガルプログラム
メインを英語にフランス語も、またはフランス語をメインに英語も、または長期留
学の前半は英語、後半はフランス語といった様に、自由に組み合わせを変え
られる、ECモントリオール校のバイリンガルプログラム。ただし、2か国語を同時
に勉強したことのある人は、そうはいないはず。組み合わせ方は留学前に決め
ず、留学開始後に自分のペースがつかめてから、調整や変更することも可能
です。

長期留学生向けコース	
6ヶ月以上の長期留学生向けコース。定期的な個人学習カウンセリング等、
きめ細かな学習サポートが受けられます。	

フランス語試験対策 
国際的なフランス語資格として認められるDELF/DALF	(Diplôme	
d’Etudes/Approfondi	en	Langue	Française)合格に向けての対策コ
ース。	

ジェネラル
フランス語

セミインテンシブ
フランス語

インテンシブ
フランス語

フランス語
アカデミックイヤー

ビジネス
フランス語入門

DELF 
試験対策

DALF 
試験対策

バイリンガル
プログラム

開講レベル 全レベル 全レベル 全レベル 全レベル プレインターメディ
エイト	

ビギナーから
アッパーインター
メディエイト

アドバンス 全レベル

開講日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎毎週月曜日 毎週月曜日 毎毎週月曜日 料金表参照 料金表参照 毎毎週月曜日

受講期間 1週間以上 1週間以上 1週間以上 24週間以上 1週間以上 4-5週間 4-5週間 1週間以上

レッスン数 週20レッスン 週24レッスン 週30レッスン 週20,24,30
レッスン

週30レッスン	
(20+10)

週30レッスン
(20+10)

週30レッスン
(20+10) 週24,30レッスン

時間数 週15時間 週18時間 週22.5時間 週15,18,22.5時間 週22.5時間 週22.5時間 週22.5時間 週18,22.5時間

北米のパリと呼ばれる美しい街並み

料理＆グルメ体験プログラム
グルメの街として有名なモントリオールでは、語学の勉強と合わせて地
元の料理学校での料理＆グルメ体験プログラムが受講できます。

使用言語が選べるホストファミリー
モントリオール校ではレジデンスの他に英語ファミリー、フランス語ファミ
リー、バイリンガルファミリーの何れかをリクエストすることができます。

英語とフランス語が公用語のバイリンガル都市、モントリオール。	EC内の掲示板全て2か国で表示されて
いる様に、2つの言語が当たり前のように共存する場所での留学生活はとても新鮮です。

料理を通じた仲間作りも楽しいヨーロッパ風の街並みを散策
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グローバル体験の最初の一歩: 

ジュニアプログラム
10歳から参加できる短期英語プログラム。世界中からの同年代の友だちに出会い、お互いに学ぶ貴重な体験となります。

こんな皆さんにおすすめ:
• 文化や習慣の異なる場所で学んで自分を成長させたい
• 同年代の外国の人たちと一緒に過ごし、刺激を受けたい
• 自分の意見が必要な、欧米式の授業を頑張ってみたい
• せっかく習っている英語が、どの位通じるのか試してみたい
• 日本で体験できない観光やアクティビティーを楽しみたい！

ECの授業

参加型の授業
ECの英語の授業は常に参加型。となりの人と一緒に考えたり相談した
り、またはグループで話し合って発表したりしながら、リーディング、ライティン
グ、リスニング、スピーキングの力が、バランス良く伸びるように工夫されてい
ます。

アクティビティーとの相乗効果
プログラムに含まれるアクティビティーも、ただ観光をするだけ、遊ぶだけでは
ありません。例えば近くの有名な街に観光に行く前に、その街のことを授業
で習ったり、シネマナイトで見た映画が、翌日の授業で取り上げられたりす
るので、授業もアクティビティーも、より楽しくなります。

ライフスキルを身につけよう

英語ジュニアプログラムに参加するみなさんに身につけて欲しいのは英語
力だけではありません。ECの授業を通じて、下記のような"ライフスキル"も
習得できるようにすることが目標です。

1.自分の意見を持つこと：何かの問題や話題について、きちんと理由の
ある自分の意見を持ち、またそれを他の人に伝えたり、または意見の異な
る人と話し合いをしたり。自分の"意見"に不正解はありません。

2.協力をし合うこと：グループで一つのテーマについて考えたり、何かを作
ったりする時には、チームワークが大切。同じ国の人同士で作業をするのと
は、まったく異なる体験です。

3.クリエイティブになること：先生からの質問に「私だったらこうする」、			
「こんなものがあればいいのに」と答える時、"普通だったら"は不要。常識
や「こんなことを言ったら変かも」といったことは一切考えず、クリエイティブな
自分を見つけ出してみてください。

4.コミュニケーション力を伸ばすこと：自分の思っていることや考えを分か
りやすく伝え、しっかりと"対話"ができる力は、一生の宝物になります。

こんなの日本語でも難しいのに…と心配する必要はありません。これらの
スキルは言語を問わず必要なスキル。海外で、外国のお友達と英語で行
う授業だからこそ、自由にトライできるかもしれません。

マルタプログラム例 -2週間参加の場合
土 現地到着

日 オプショナルアクティビティー ウェルカムトーク

月 テーマレッスン イムディーナ＆ゴーカーティング ネオンパーティー

火 テーマレッスン ハーバークルーズ 自由時間またはオプショナル

水 テーマレッスン ウォーターパーク インターナショナルパーティー

木 テーマレッスン ビーチトリップ 自由時間またはオプショナル

金 テーマレッスン ブルーグロット観光 ビーチバーベキュー

土 自由時間 ベイストリートショッピング スポーツフェスティバル

日 自由時間またはオプショナルツアー	(ゴゾ島1日観光、シチリア島1日観光)

月 テーマレッスン ボウリング フォームパーティー

火 テーマレッスン コミノ島トリップ等 自由時間またはオプショナル

水 テーマレッスン ビーチトリップ インターナショナルパーティー

木 テーマレッスン マルサシュロック＆ビクトリオーザ観光 自由時間またはオプショナル

金 テーマレッスン ヴァレッタ観光 プールパーティー

土 帰国	

　　　　　　　　　																																																		注：上記はプログラム例で、実際のプログラムとは
																																																																																																			異なる場合があります
	 地中海を満喫できるマルタのプログラム



35

プログラム実施場所 参加可能年齢 時期 実施期間 滞在先オプション 英語+オプション

ロサンゼルス

カリフォルニア大学(UCLA) 10-13歳
13-17歳 夏期 6月29日	-	8月10日 UCLA大学寮

ディズニーランド
ユニバーサルスタジオECロサンゼルス校 13-17歳 冬期 1月5日-2月2日

2020年1月4日-2月1日 ホームステイ

モントリオール ドウソンカレッジ 13-17歳 夏期 6月29日	-	8月10日 ホームステイ

バンクーバー ECバンクーバー 13-17歳 冬期 1月5日-2月2日
2020年1月4日-2月1日 ホームステイ

ロンドン・シティー ニューシティーカレッジ 13-17歳 夏期 6月29日	-	8月10日 カレッジ寮 ハリーポッタースタジオ

ケンブリッジ ECケンブリッジ 13-17歳
夏&冬期

1月5日-2月2日
6月15日-8月17日

2020年1月4日-2月1日
ホームステイ ケンブリッジ英検試験対策

Trinity	GESE
英検試験対策

夏期 7月6日-8	月17日 ケンブリッジ大学
ジーザスカレッジ寮

ブライトン ブライトンカレッジ
ECブライトン

13-17歳
夏期

6月15日	-	8月17日 ホームステイ

10-13歳
13-17歳 6月29日	-	8月10日 スクール寮

ダブリン テレニュールカレッジ
ECダブリン 13-17歳 夏期 6月15日-8月17日 ホームステイ

マルタ

セントマーティンズカレッジ

8-13歳

夏期

６月22日-9月1日 カレッジ寮 クリエイティブマインドコース

シチリア旅行

ダイビングライセンス

13-17歳 6月22日-9月1日 ホテルレジデンス

13-17歳 6月22日-9月1日 ホームステイ

ECマルタ校 13-17歳 春・秋・冬期

1月5日-2月2日(グループのみ)
4月6日-4月28日
9月28日-10月27日

2020年1月4日-2月2日
(グループのみ)

ホームステイ
ホテル シチリア旅行

ケープタウン ECケープタウン校 13-17歳 冬期 1月5日-2月2日
2020年1月4日-2月1日 ホームステイ サファリ

国＆都市別開講プログラム一覧

ホームステイと寮・ホテル滞在
ホームステイ：海外の暮らしをそのまま体験できる良い機会
ですが、同時に全く異なる生活文化に、自分が溶け込まなく
てはなりません。また、通学は公共交通や通学バスを利用し
て自分で行うので、自主性が必要になります。
寮/ホテル：留学生同士で過ごす滞在先なので、現地の
生活を体験することは出来ませんが、様々な国の同年代の
人たちと触れ合う良い機会になります。また同施設内に大
人のECスタッフがいて、教室は敷地内、またはみんなで移動
をするので安心です。

人気プログラムの特徴
UCLAキャンパス：名門大学内のレジデンスに滞在、授業
もキャンパス内で行われるプログラム。またオプションでディズニ
ーランドやユニバーサルスタジオに行けるのも人気です。ただし
7月末以降は日本人率が高まるので、その時期に日本人の
少ないプログラムを希望の場合には適しません。

マルタ：ヨーロッパの歴史に触れ、きれいな海も楽しめるマル
タ。ヨーロッパからの参加者が多いので、様々な国籍の人た
ちと触れ合える素晴らしい機会となります。同時に自主性の
高い学生が多いので、日本の感覚でプログラムに参加してい
ると、失敗やトラブルのもととなります。

イギリス：日本人の少ない環境で頑張りたいならイギリス。
特にブライトンは日本での認知度は低いものの、ヨーロッパか
らの学生には人気の街。特に学校寮でみんなで過ごすプロ
グラムの人気が高いですが、ルームメートとの文化の違いに
戸惑うこともあるかもしれません。

10歳から参加できる短期英語プログラム。世界中からの同年代の友だちに出会い、お互いに学ぶ貴重な体験となります。

ECリーダーと一緒にアクティビティー

地中海を満喫できるマルタのプログラム
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EC バンクーバー

EC サンフランシスコ

EC ロサンゼルス

EC サンディエゴ

EC マイアミ

EC ワシントンDC

EC ニューヨーク

EC ボストン

EC モントリオール

EC トロント

19 の都市

5 の30+開講都市

6 か国

3 つの大陸

140 の学生国籍

45,000 人の年留学生数

destination
(noun) /dɛstɪˈneɪʃən/ 
a place to which one is journeying or to which something is 
sent; a place worthy of travel or an extended visit



37

留学先を選ぼう
ECのある国や都市に「英語習得に向かない」場所はあり
ません。勉強したいことが出来る都市、みなさんの望む生
活スタイル、子供の頃からの漠然とした夢等、理由は何で
も構いません。イメージをふくらませる中で、自分に合った留
学先が必ず見つかるはずです。

37
EC ケープタウン

EC マルタ

EC ブライトン

EC オックスフォード
EC ロンドン

EC ケンブリッジ

EC マンチェスター

EC ブリストル

EC ダブリン

choose   
(verb)	/ʧuːz/
to select freely and after consideration
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※実際のアクティビティー内容や料金とは異なる場合があります。詳細は現地到着後に確認、お申込みください

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末

ニューヨーク校例

新入生用
サンデーアクティビティー

 ブランチ会話 $20+

ウェルカムパーティー
14:30pm

会話クラブ 
11:45pm

ナショナル9.11
メモリアルミュージアム

5:30pm

大リーグ観戦
メッツ対パイレーツ
$40/5:30pm

グラマーワークショップ 
11:45pm

ブラジリアンディナーナイト
$25/5:30pm

EC卒業式

MOMA美術館ナイト
5:30pm

日帰りフィラデルフィア
ツアー$99

週末ボストンツアー
$235

ボストン校例

新入生用
サンデーアクティビティー

Six Flags遊園地
$89

新入生歓迎イベント

発音クリニック 
2:30pm

大リーグ観戦
レッドソックスゲーム
$30/5:30pm

ホームワーククラブ 
2:30pm

ハーバード大学
キャンパスツアー

3:00pm

持ち寄りインターナショナル
フードパーティー

12:00pm

会話クラブ 
2:30pm

EC卒業式

週末ニューヨークツアー
$325～

週末ワシントンDC
＆フィラデルフィアツアー

$325

ロサンゼルス校例

新入生用
サンデーアクティビティー

 ユニバーサル
スタジオツアー $165

新入生歓迎イベント

発音クリニック 
12:25pm

ECサッカー
3:30pm

ホームワーククラブ 
12:25pm

サンセットビーチバレー
6:00pm

英語救急クリニック 
12:25pm

ボウリングナイト
$15

EC卒業式

シネマアフタヌーン
2:45pm

週末ラスベガスツアー
$275～

ディズニーランドツアー
$165

サンディエゴ校例

新入生用
サンデーアクティビティ

ユニバーサル
スタジオツアー€165

新入生歓迎イベント

会話クラブ 
12:00pm

カサロマハウスボランティア
2:15pm

発音クリニック 
12:00pm

サーフィンレッスン
€65

グラマークリニック 
12:00pm

ホームワーククラブ
2:15pm

EC卒業式
サンディエゴ動物園

€25

ヨセミテ国立公園
ツアー  €299

カナダ
留学生に優しい国、カナダ。大自然に囲まれた美しい国
で、「世界の住みやすい街」に選ばれる都市が多いのも納
得です。ワーキングホリデービザが充実していて、日本からの
留学生も多いので事前情報が集めやすく、留学に不安を
抱える学生さんにぜひお勧めです。	またくせのない分かりや
すい英語を話す人が多いのも人気の理由の1つです。

モントリオール・トロント・トロント30+・
バンクーバー

アメリカ
留学と言えばアメリカ、というイメージがあるほどの英語留学
の定番国。映画やドラマで見た「あの光景」が目の前に現
れた時の感動は、やはり忘れられないものとなるでしょう。
広大な国らしく西海岸と東海岸等、地域によっての特徴も
顕著なので、季節や目的に合わせた行き先選びも大切で
す。また留学生向けの大学進学制度が充実しているので、
大学留学、カレッジ留学を目指す方にもおすすめです。

ボストン・ニューヨーク・ニューヨーク30+・ワシントンDC・
サンディエゴ・サンフランシスコ・ロサンゼルス・マイアミ
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※実際のアクティビティー内容や料金とは異なる場合があります。詳細は現地到着後に確認、お申込みください

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末
トロント校例

新入生用
サンデーアクティビティー

アルゴンキン
州立公園 $90～

新入生歓迎イベント

ライティングクリニック 
1:30pm

ホームワーククラブ 
1:30pm

会話ミートアップ
7:00pm

発音クリニック
1:30pm

 ボートパーティー
$25

会話クラブ
1:30pm

インターナショナル
パーティー

EC卒業式

ECニュースクラブ 
1:30pm

野球観戦 $25

ナイアガラの滝ツアー
$50～

週末ニューヨークツアー
$355 ～

バンクーバー校例

新入生用
サンデーアクティビティー

ウィスラー観光ツアー
$52

新入生歓迎イベント

パブアフタヌーン
2:45pm

会話クラブ 
1:30pm

スタンリーパーク
サイクリング $12

ディープコーブハイキング
1:30pm 

ホームワーククラブ 
1:30pm

会話クラブ 
/1:30pm

ライブラリースクウェア

EC卒業式

発音クリニック 
12:30pm/1:30pm

シアトル2日ツアー 
$199

ビクトリア観光ツアー
$110

カナダ
留学生に優しい国、カナダ。大自然に囲まれた美しい国
で、「世界の住みやすい街」に選ばれる都市が多いのも納
得です。ワーキングホリデービザが充実していて、日本からの
留学生も多いので事前情報が集めやすく、留学に不安を
抱える学生さんにぜひお勧めです。	またくせのない分かりや
すい英語を話す人が多いのも人気の理由の1つです。

モントリオール・トロント・トロント30+・
バンクーバー
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※実際のアクティビティー内容や料金とは異なる場合があります。詳細は現地到着後に確認、お申込みください

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末

ロンドン校例

新入生用
サンデーアクティビティー

ケンブリッジツアー
£42

新入生歓迎イベント

カフェアフタヌーン
4:15pm

朝食&会話クラブ 
8:30am

EC アフターヌーンティー
2:45pm

ロンドンアイツアー £20

朝食&会話クラブ 
8:30am

テストスキルクリニック 
2:45pm 

EC サッカー  6:00pm

朝食&会話クラブ 
8:30am

ディナークラブ £15
ムービーナイト £8

 

朝食&会話クラブ 
8:30am
EC卒業式

ワーククリニック 
14:45

ウィンザー&ストーンヘンジ
ツアー £69

週末パリツアー
$160～

ケンブリッジ校例

新入生用
サンデーアクティビティー

ストラットフォードツアー
£34

新入生歓迎
ウォーキングツアー

フィッツウィリアム美術館
2:30pm

ECサッカー
3:30pm

会話クラブ 
2:45pm

ボードゲームナイト
14:30pm

キングスカレッジ見学
£8

ライティングクリニック 
2:45pm

EC卒業式

パンティング体験
£6

カンタベリーツアー
£36

ヨークツアー
£36

ブライトン校例

新入生用
サンデーアクティビティー

ロンドンツアー
£42

新入生歓迎
ウォーキングツアー
インターナショナル

パーティー
£5

大学進学アドバイス 
12:25am

ロイヤルパビリオン
£14

発音クリニック 
2:45pm

 
EC サッカートーナメント  

£6

会話クラブ 
2:45pm

大人のパブナイト
6:15pm

 

EC卒業式

ブライトン埠頭遊園地
乗り放題 £14

週末アムステルダム
&ブルージュツアー

$160～

イギリス
何といってもここが英語の本場、イギリス。
ブリティッシュアクセントに憧れる外国人は
意外に多いものです。またヨーロッパから
近いため、アメリカやカナダに比べてヨーロ
ッパ人留学生が多いのが特徴。留学中
や留学前後に、フランス旅行、イタリア旅
行などを気軽に組み込めるのも大きな魅
力です。

ロンドン・ロンドン30+・オックスフォー
ド・ケンブリッジ・ブライトン・ブリストル・
マンチェスター
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※実際のアクティビティー内容や料金とは異なる場合があります。詳細は現地到着後に確認、お申込みください

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末
ダブリン校例

新入生用
サンデーアクティビティ

コーク&ブラニー城
1日ツアー €55

新入生歓迎イベント

パブアフタヌーン
5:00pm

発音クリニック 
2:30pm

ダブリン城ツアー €3.5

EC サッカー
3:00pm

トリニティーカレッジ
ライブラリー €8

ライティングクリニック 
2:30pm

国立博物館フリーツアー

EC卒業式

ギネス・ストアハウス €9.5

ベルファスト&ジャイアンツ
コーズウェーツアー€65

世界遺産ニューグレンジ
ツアー  €40

マルタ校例

新入生用
サンデーアクティビティー

コミノ&ブルーラグーン
1日クルーズ

€20

新入生歓迎イベント

ECクラブパーティー
8:00pm

リスニングクリニック
10:30am/14:45pm

ブルーグロット&
マルサシュロックツアー

€13

カフェ会話 
10:30am/14:45pm

イムディーナ夜景ツアー
€15

発音クリニック 
10:30am/14:45pm

ECサッカー
8:00am

映画クラブ 
10:30am/14:45pm

EC卒業式
世界遺産

バレッタツアー  €15

イタリア・シチリア島
1日ツアー€138～

ゴゾ島1日ツアー
€35

アイルランド
エメラルドの国、とも呼ばれるほど深く美しい緑
が街中に溢れるアイルランド、ダブリン。フレンド
リーで気さくな人が多いのも魅力です。国内旅
行はもちろん、ヨーロッパ屈指のLCCを利用し
て、ヨーロッパの各都市に手軽に旅行をするこ
とも可能。また日本人留学生の少なさも特徴
的です。

マルタ
地中海に浮かぶ小さな島国マルタ。英語とマル
タ語を公用語とし、中世の街並みとビーチリゾー
トが同時に楽しめるヨーロッパ屈指のリゾート地
です。イギリスと同様ヨーロッパ旅行などを気軽に
楽しめるのが魅力ですが、留学費用はイギリス
に比べると約３分の2程度、治安の良い暮らし
やすい国でもあります。

南アフリカ 
みんなとは違うユニークな留学先を探しているな
らここ！サファリやハイキングなどの大自然が楽
しめるのはもちろん、モダンな街に生まれ変わっ
たケープタウンでは、グルメやアートなども充実し
ています。ヨーロッパや南米、アフリカ諸国からの
留学生の集まる学校で、「新しいアフリカ」を感
じてください。	
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学生レジデンス
学生向け大型施設で程よく交流できる

大き目の建物に学生用の部屋が並び、共用スペ
ースなども充実。個室と相部屋が選べたり、またカ
テゴリーに応じてシャワー＆トイレは共用タイプと専
用タイプがあったり、またジム等の付帯施設が充実
しているものもあります。

学生シェアハウス・アパート
小規模の学生用施設で程よく交流できる

主に学生向けの敷地や建物内に入る家やアパー
ト。1つ1つの家やアパートには寝室と共有のリビン
グ、キッチン、バスルーム等があり、レジデンスよりも
小さい単位でのシェアが基本となります。

暮らすような留学を実現学生コミュニティーの一員に

ホームステイ 
現地の家族の生活が体験できる

滞在都市によって、夕食付と無し、専用バスルー
ム付、個室と相部屋、アレルギーがある場合には
ペット無しの家庭等から選べます。通学時間は学
校や家によって30分～90分程度で、滞在予定
ファミリーは留学2週間前を目途に知らされます。

現地の生活に溶けこもう

EC各校の滞在先
タイプ＆カテゴリー別特徴と選び方

留学先の滞在先に、「ここに滞在すれば英語が上手になる」といった魔法はありませ
ん。また1日中、文化や習慣の人たちと、母国語でない言語で過ごすのは、意外に
ストレスになるもの。自分の今までの生活習慣や性格、留学先での希望や目標に
合わせて、自分に合った滞在先を選ぶのがコツです。

ECでは、居住空間の快適度や施設の充実度、周辺環境や通学の利便性等を総
合的に判断して、ECの滞在先を下記のカテゴリーに分類しています。上述の各ポイ
ントや、留学の予算に合わせて、自分に合った滞在先を選んでみてください。

• スタンダード：滞在先にかける費用は最低限に済ませたいという方のために、	
ベーシックな施設と環境におさえられたエントリーレベルの滞在先。18-30歳程
度の皆さんによる滞在が前提です。

• コンフォート：利便性や住環境等、標準レベルの滞在先。全ての年齢層の
皆さんが滞在しやすい、無難なカテゴリーです。

• スーペリア:	お洒落で付帯施設等も充実した滞在先。留学中も部屋でゆ
っくりとする時間や居住性を重視したいという方や、30+の皆さんにおすすめし
たいカテゴリーです

EC各校の提供滞在先は、それぞれの学校ページをご参照ください。また学校ページ
には、おすすめ、または一般的な通学手段を示すマークが表示されています。

徒歩 電車/地下鉄 バス 自転車

学生寮も学びの場
ECでは、留学中の滞在先で、ルームメ
ートやハウスメートたちはもちろん、現地
の生活をよく知るECの先生や学校スタッ
フと一緒に、確実に英語を使う時間を作
るためのEC@Homeを行っています。

指定の学生寮で週に2回、合計約4時
間まで、寮の共同スペースで会話レッス
ンを行ったり、皆で集まって外出をしなが
ら、EC寮生限定のレッスンを行っていま
す。お申し込みは現地到着後に各自で
学校で。

EC@Homeの実施学生寮：
ニューヨーク校:	Brooklyn	Co	Living
マイアミ校:	The	Loft
バンクーバー校:	Apt	Living
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シェアハウス・アパート
現地シェアハウスのような暮らしができる

学生シェアハウスやアパートと似ていて、同じ家や
アパート内でシェアをするのは学生同士ですが、同
じ敷地や建物の他のアパートには、現地の一般の
家族や学生などが住んでいることもあります。

アパートホテル・ワンベッドルーム
夫婦や友達同士、1人で生活でできる

欧米では珍しくないキッチン付きホテルや、シェアア
パートの中でもワンルーム、1LDKといった構造で、
キッチンやトイレを自分(たち)だけで利用できる滞
在先です。

Practise your English skillsルームメートたちとの交流も

home   
(noun)	/həʊm/
the place where a person lives; a familiar setting

滞在先が合わない時は？ 
ホストファミリーの習慣が自分の生活スタ
イルに合わない、思っていた生活と違いす
ぎる…、または寮のツインルームを希望し
たけれど、やっぱりプライバシーが欲しいの
でシングルルームに変えたい等、留学開
始後に滞在先を変えたくなった時には、
遠慮なくすぐに学校スタッフに相談してくだ
さい。空き状況なども見ながら、みなさん
に合った滞在先を共に見つけていきます。

またホストファミリーやルームメートとのトラ
ブルは、英語力やお互いの文化の無理
解から来る「誤解」が原因ということもよく
あります。話をすれば一気に解決、もっと
仲良くなることもあるので、トラブル相談も
学校で遠慮なくしてください。

プライベートな時間も大切にしたい
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EC ボストン

こんな人におすすめ
• 現地の人たちと交流したい	-	中長期留学生対象のカンバセーション
パートナー制度があり、留学生と交流したい現地の人と知り合えます。	

• ボランティアに参加したい -	交流のあるお年寄り施設の方々との交
流&ボランティア訪問を定期的に実施。興味深いアメリカの話が聞ける
ことも。	

• アメリカの歴史を感じられる街に住んでみたい	-	初期アメリカ移民の
歴史を感じる建物や地名もたくさん。モダンな現代アメリカとの調和が美
しい街並みです。	

• やっぱりニューヨークにも行ってみたい	-	憧れのニューヨークも電車で3
時間半。週末を利用しての小旅行が可能です。

• 世界の名門大学を見てみたい	-	ハーバード大学、マサチューセッツ工
科大学といった、世界に誇る大学を擁するボストン。キャンパス見学ツ
アーもあります。

• コミュニティーカレッジに進学したい	-	アカデミック英語受講とECの進
学サポートで、アメリカ東海岸地域でのコミュニティーカレッジに進学。

人気のアクティビティー例
ハーバークルーズナイト
インターナショナルフードナイト
美術館見学
大リーグ観戦
週末ニューヨークツアー
週末ナイアガラの滝ツアー

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
アカデミック英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(24/30)
Higher	Score®	TOEFL	(一般英語20+TOEFL試験対策10)	
個人レッスン

滞在先オプション 
ホームステイ	スタンダード	
学生シェアアパート	スタンダード	 

国籍比率データ

16%	サウジアラビア 9%	日本 7%	トルコ
15%	韓国 8%	コロンビア 5%	タイ
14%	ブラジル 8%	台湾 18%	その他	(39)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40				41-50				51+	

新しい出会い

教室内の様子

ボストン中心に位置し、交通の便に恵まれた立地

		ECボストン

ニューイングランド水族館
ボストンハーバークルーズ

クリストファーコロンバス
ウォーターフロントパーク

オールドステイトハウス ボストンシティーホール

ノースエンド

何でも聞きに行けるレセプション

モダンアメリカと歴史の調和した魅力的な街
各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

長期留学生
学習カウンセリング

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週3回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

14
教室数

12
平均クラス人数
	(最大15名)

210
学校定員

19
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

スマートボード

学生ラウンジ

図書室

大学進学サポート

基本事項

モダンアメリカと歴史の調和した魅力的な街

ECは留学生
1人につき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています
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EC ニューヨーク

22%	韓国 8%	台湾 4%	イタリア
18%	日本 6%	スイス 3%	コロンビア
13%	ブラジル 5%	トルコ 21%	その他	(46)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40				41-50				51+	

国籍比率データ

こんな人におすすめ
• ニューヨークらしさを満喫したい	-	ECはニューヨークの象徴とも言えるタ
イムズスクエアに立地。留学生活の毎日がニューヨークらしさにあふれて
います。	

• 本場のダンスを習ってみたい	-	提携のあるブロードウェイにあるダンススク
ールまで徒歩10分。ヒップホップやジャズ等、様々なジャンルを選んでレッ
スンに通えます。	

• 同世代の人たちと学びたい -	大学生活や仕事、家族の話など、世代
が近いほど共通の話題も多いもの。30+のクラスがある学校なので、	ク
ラスメートとの会話も弾みます。

• 寮生活を楽しみたい	-	都会暮らしを求める人の多いニューヨーク校で
は、レジデンスも充実。徒歩圏、現地の若い人たちとのシェアハウス等、
種類も豊富です。	

人気のアクティビティー例
ムービーナイト
インターナショナルフードナイト
ウォールストリートウォーキングツアー
美術館見学
大リーグ観戦
ミュージカル観劇
週末ワシントンDCツアー
週末ナイアガラの滝ツアー

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(24/30)
Higher	Score®	TOEFL	(30)
個人レッスン

英語プラス
ダンスプログラム

滞在先オプション
ホームステイ・スタンダード 	
マンハッタンホームステイ・スタンダード		
学生レジデンス	スタンダード	スタンダード	、	コンフォート	
夏季学生レジデンス	コンフォート	

休み時間に学生ラウンジで

英語＋ダンス

真面目に、でも楽しくレッスン

		ECニューヨーク

グランドセントラル

エンパイアステートビル

ブロードウェイ劇場通り

ロックフェラーセンター

セントラルパーク

ブライアントパーク

タイムズスクエア

マンハッタンの絶好の立地
学校を一歩出るとこの景色が広がります

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週3回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

8
教室数

12
平均クラス人数
	(最大15名)

120
学校定員

22
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

スマートボード

学生ラウンジ

大学進学サポート

自習エリア

学校を一歩出るとこの景色が広がります

ECは留学生
1人につき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています

日本語スタッフ

基本事項
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EC ワシントンDC

25%	サウジアラビア 8%	韓国 3%	トルコ
20%	ブラジル 8%	タイ 2%	スペイン
11%	コロンビア 5%	日本 18%	その他	(33)

年齢層データ

			16-17				18-20			21-25					26-30				31-40				41-50					51+	

国籍比率データ

こんな人におすすめ
• アメリカの首都で勉強したい	-	アメリカ政治の中心地、首都のワシント
ンD.C.。政府機関も多い街でアメリカのダイナミックさを実感できます。

• アットホームな環境で勉強したい	-	ECワシントン校は他の校舎に比べ
て小規模。世界展開の学校ながら、アットホームな雰囲気です。	

• 落ち着いた雰囲気を望む社会人の方-	ECワシントン校は、他のアメリ
カの都市に比べて平均年齢が高め、社会人学生も多いのが特徴です。	

人気のアクティビティー例
シネマアフタヌーン
スミソニアン博物館群
モニュメントウォーキングツアー
美術館見学
大リーグ観戦

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
アカデミックイヤー	(24/30)
個人レッスン

滞在先オプション 
ホームステイ・スタンダード 
シェアアパートホテル・スーペリア 	

何でも聞けるレセプション

外歩きをしながら単語チェック

リンカーン大統領が見守る教室！

		ECワシントンD.C.

ナショナルジオグラフィック
ミュージーアム

レンウィックギャラリー

ホワイトハウス

地下鉄駅からすぐ、ホワイトハウスまでは徒歩10分の距離
ワシントンモニュメントをバックに散策

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

11
教室数

12
平均クラス人数	
(最大15名)

165
学校定員

14
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

スマートボード

学生ラウンジ

図書室

大学進学サポート

基本事項

自習エリア

ワシントンモニュメントをバックに散策

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています
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EC サンフランシスコ

18%	ブラジル 6%	サウジアラビア 5%	タイ
17%	韓国 6%	フランス 4%	スイス
13%	日本 6%	台湾 25%	その他	(42)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40				41-50				51+	

国籍比率データ

坂道を走るケーブルカー

笑いの絶えない授業

こんな人におすすめ
• 文化の多様性を実感、視野を広げたい	-	リベラルな人々が多いと言わ
れる街。環境問題への意識の高さや、多様性への関心等を体感。

• 交通の便の良さが大事	-	地下鉄やバスなど、西海岸の都市の中でも
公共交通が整っているので、観光や通学にも便利です。	

• コミュニティーカレッジに進学したい	-	アカデミック英語受講とECの進
学サポートで、アメリカコミュニティーカレッジに進学。

• カリフォルニア州立大学のエクステンションに通いたい	-	卒業後の就
労も可能な、シリコンバレーでのUCSCエクステンションプログラム。ECサ
ンフランシスコ校で英語を勉強してからECのUCSC校に転校も。

人気のアクティビティー例
ゴールデンゲートパーク・サイクリング
アルカトラズ監獄跡ツアー
UCバークレーキャンパスツアー
ジャイアンツゲーム観戦
バスケットボールゲーム観戦
カヤック体験
週末ラスベガスツアー
週末ロサンゼルスツアー

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
アカデミック英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(24/30)
Higher	Score®	TOEFL	(一般英語20+TOEFL試験対策10)
個人レッスン

英語プラス
カリフォルニアドリーム

滞在先オプション 
ホームステイ・スタンダード	
学生レジデンス・コンフォート	
シェアアパートホテル・スタンダード 	

		ECサンフランシスコ
オークランドベイブリッジ

チャイナタウンフェリービルディングマーケットプレイス

サウスビーチ

リンコンヒル

ファイナンシャルディストリクト

ダウンタウンのビジネス街に近い落ち着いた立地

1日の始まりはここでの笑顔から

サンフランシスコの象徴、ゴールデンゲートブリッジ
各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週3回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

15
教室数

12
平均クラス人数
	(最大15名)

222
学校定員

23
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

スマートボード

学生ラウンジ

図書室

大学進学サポート

基本事項

自習エリア

サンフランシスコの象徴、ゴールデンゲートブリッジ

建物内カフェ＆レストラン

スターバックス

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています
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EC サンディエゴ

18%	ブラジル 16%	日本 3%	トルコ
18%	サウジアラビア 12%	韓国 2%	台湾
16%	スイス 4%	イタリア 11%	その他	(35)

年齢層データ

			16-17				18-20			21-25					26-30				31-40				41-50				51+	

国籍比率データ

新しくきれいな学校施設

ビーチで過ごすひと時

最新のタッチスクリーンボード

こんな人におすすめ
• ボランティアに参加したい -	お年寄り施設へのボランティア訪問を定期
的に実施。おっとりとした居住者たちとのおしゃべりは、勉強と同時に癒し
にも。	

• 温暖な気候に恵まれた場所で勉強したい -	1年の寒暖差の少ない穏
やかな環境で、ゆったりと過ごせます。

• 週末アクティビティーも充実させたい	-	ディズニーランドや日帰りメキシコ
等、定番からユニークな行き先まで、様々に楽しめます。

• きれいな学校で学びたい	-	ECサンディエゴ校は2018年に移転、改装さ
れたばかり。最新の教育施設を整えた、スタイリッシュな学校です。

• コミュニティーカレッジに進学したい	-	アカデミック英語受講とECの進学
サポートで、アメリカコミュニティーカレッジに進学。

人気のアクティビティー例
サンディエゴ動物園
インターナショナル持ち寄りパーティー
大リーグ観戦
カヤック体験
サーフィン体験
週末ロサンゼルスツアー
週末ディズニーランドツアー

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
アカデミック英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(24/30)
ケンブリッジ試験対策	(20/30)
Higher	Score®	TOEFL	(30)
個人レッスン

英語プラス
サーフィン
カリフォルニアドリーム

滞在先オプション 
ホームステイ・スタンダード 
シェアアパートホテル・コンフォート	 、、スーペリア  

ECサンディエゴ

ラホヤコーブ

海辺の遊歩道

ラホヤ洞窟

海岸に近い絶好のロケーション
サーフィンをしにビーチへ

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週3回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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サーフィンをしにビーチへ

施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

8
教室数

12
平均クラス人数	
(最大15名)

120
学校定員

21
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

	スマートタッチスクリーンTV

学生ラウンジ

大学進学サポート

基本事項

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています
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EC ロサンゼルス サンタモニカ

19%	ブラジル 11%	スイス 3%	イタリア
18%	日本 10%	トルコ 3%	ロシア
14%	サウジアラビア 5%	韓国 17%	その他	(46)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40				41-50				51+	

国籍比率データ

やっぱり見てみたい、この看板

頼りになる先生たち

こんな人におすすめ
• アメリカのエンターテイメントを満喫したい -	ハリウッドにディズニーラン
ド、ビバリーヒルズ。1度は本物を見てみたいアメリカがここにあります。	

• 人気のエリアで勉強したい	-	広いロサンゼルスの中でも、サンタモニカ
は交通の便も良く人気のエリア。ECはビーチまで徒歩5分の絶好のロケ
ーションです。

• サンタモニカカレッジに進学したい	-	人気のコミュニティーカレッジへの進
学をサポート。遊びも勉強も頑張りたい人に。	

人気のアクティビティー例
ビーチサイクリング
サンセットビーチバレー
ヨガクラス
ドジャース野球観戦
ディズニーランド
ユニバーサルスタジオ
週末ラスベガスツアー

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
アカデミック英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(24/30)
ケンブリッジ英検対策	(30)
Higher	Score®	TOEFL	(30)
個人レッスン

英語プラス
カリフォルニアドリーム

滞在先オプション 
ホームステイ・スタンダード	
シェアアパートホテル・コンフォート	 、スーペリア   

学生シェアアパート・スーペリア 

		ECロサンゼルス

サンタモニカビーチ

サンタモニカプレース
ショッピングモール

サンタモニカ埠頭

サンタモニカビーチから徒歩5分の好立地

みんなの相談窓口レセプション

椰子の木の街路樹とサンタモニカ埠頭の夕焼け
各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週3回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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椰子の木の街路樹とサンタモニカ埠頭の夕焼け

施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

21
教室数

12
平均クラス人数	
(最大15名)

225
学校定員

29
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

スマートボード

学生ラウンジ

図書室

大学進学サポート

基本事項

自習エリア

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています

日本語スタッフ
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EC マイアミ サウスビーチ

22%	スイス 7%	イタリア 5%	ドイツ
19%	ブラジル 7%	トルコ 4%	ロシア
7%	サウジアラビア 5%	フランス 24%	その他	(37)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40				41-50					51+	

国籍比率データ

こんな人におすすめ
• 日本人の少ないビーチの留学先に行きたい	-	ヨーロッパからの留学生
に絶大な人気を誇る街。アメリカ留学の穴場的存在です。

• 試験対策コースで頑張りたい	-	ケンブリッジ英検対策を目的に来る学
生の多い学校。勉強も遊びも両立させたい人を応援します。	

• テーマパークを楽しみたい	-	世界最大級のディズニーワールドや、ハリ
ーポッターエリアのあるユニバーサルスタジオは、どちらもフロリダに。	

• 冬にも寒くない留学先を探している	-	冬でも昼間は20度を超えること
がほとんど。"寒くない"春休み留学にもおすすめです。

人気のアクティビティー例
ビーチバレー
ECサッカー
サルサレッスン
学校スタッフと朝食・ランチ
ディズニーランド
エバーグレードツアー
キーウェストツアー

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
アカデミックイヤー	(24/30)
ケンブリッジ試験対策	(30)
個人レッスン

滞在先オプション 
ホームステイ　
学生レジデンス・スタンダード  	

夕焼けのサウスビーチ

会話の弾む授業

		ECマイアミ

サウスビーチ

フラミンゴパーク＆プール

マイアミビーチ
ボタニカルガーデン

フィルモア
マイアミビーチ

治安の良いサウスビーチ市、ビーチまで徒歩10分の立地

明るいレセプションエリア

放課後にビーチに向かう道
各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

9
教室数

12
平均クラス人数	
(最大15名)

135
学校定員

26
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

スマートボード

学生ラウンジ

図書室

大学進学サポート

基本事項

自習エリア

放課後にビーチに向かう道

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています
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EC モントリオール

23%	ブラジル 9%	韓国 3%	ドイツ
19%	コロンビア 8%	日本 3%	イタリア
9%	メキシコ 7%	スイス 19%	その他	(58)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40				41-50					51+	

国籍比率データ

自由に使えるランチエリア

ヨーロッパの趣を感じさせる街並み

英語もフランス語も学べる

こんな人におすすめ?
• マルチカルチャーの街に住んでみたい	-	移民国家カナダの中でも、ヨー
ロッパ文化を色濃く残す街で、新鮮な驚きを発見。

• 日本人が少なめの街で勉強したい	-	カナダの主要留学都市よりも日
本人率が低めです。

• フランス語も勉強してみたい	-	英語に加えてフランス語を学ぶことも可
能。第2外国語で習ったことが役に立ちます。

• モントリオールの中心街で学びたい	-	ECはモントリオールのメインショッ
ピングストリート、サンカトリーヌ通りにある絶好の立地です。

• 料理＆グルメ体験レッスンを受けてみたい	-	グルメの街として有名な街
のスクールで、放課後や週末に受けられるレッスンに参加。

人気のアクティビティー例
モンロイヤルハイキング
ノッテルダム大聖堂
リトルイタリー散策
プーティン食べ比べ
ボウリング
ECサッカー
週末ナイアガラの滝＆トロント
週末オタワツアー

開講コース
一般英語/フランス語	(20/24/30)
英語＆フランス語バイリンガル	(24/30)
ビジネス英語＆フランス語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
英語＆フランス語アカデミックイヤー	(20/24/30)
Higher	Score®	IELTS	(一般英語20+試験対策10)
DELF/DALF試験対策	(一般フランス語20+試験対策10)
英語＆フランス語	個人レッスン

英語&フランス語プラス
料理＆グルメ体験レッスン
ファームステイ

滞在先オプション 
ホームステイ・スタンダード  コンフォート 
学生シェアアパート・スーペリア  	

  ECモントリオール

ミュージーアムクォーター

モントリオール美術館

中央駅

カナダ建築
博物館＆センター

放課後も楽しい便利な立地
美しい紅葉のスカイライン

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン*

無料授業
平均週2回**

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コースに無料で含まれるもの

*英語のみ対象
**英語フランス語共に対象
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

23
教室数

12
平均クラス人数	
(最大15名)

290
学校定員

15
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

スマートボード

学生ラウンジ

大学進学サポート

基本事項

自習エリア

美しい紅葉のスカイライン

建物内フードコート

キッチンエリア

建物内スターバックス

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています

日本語スタッフ
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EC トロント

24%	韓国 9%	トルコ 3%	台湾
19%	ブラジル 6%	コロンビア 3%	スイス
18%	日本 5%	メキシコ 13%	その他	(51)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40				41-50				51+	

国籍比率データ

広々としたレセプションエリア

都会の美しい夜景

英語検定準備も頑張れる

こんな人におすすめ
• 試験対策にも力を入れたい	-	現地口コミで空き待ちも出るHigher	
Score®は、確実にスコアが上がると人気です。

• スタイリッシュ＆充実の学校施設で勉強したい	-	TOEFLやTOEIC
の試験センター校。明るく広々とした環境で学べます。

• 充実の無料授業でたくさん勉強したい	-	ほぼ毎日行われている無
料授業で、もっと学びたいみなさんを応援しています。

• ビジネス英語入門受講でワーホリ準備がしたい	-	選択科目で勉強
できるビジネス英語。入門レベルなので参加しやすいクラスです。		

• 大人の留学を楽しみたい	-	30+プログラムがあるので、落ち着いた学
習環境で学校生活が送れます。

人気のアクティビティー例
ナイアガラの滝
CNタワー
野球＆アイスホッケー観戦
パブ・ビリヤードナイト
インターナショナルパーティー
週末ヴィクトリアツアー
週末ニューヨークツアー
週末シカゴツアー

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(20/24/30)
ケンブリッジ英検対策	(20/30)
Higher	Score®	IELTS/TOEFL/TOEIC	(20)
大学パスウェイプログラム	(30)
個人レッスン

英語プラス
ファームステイ

滞在先オプション 
ホームステイ・スタンダード	、 	、コンフォート	 

学生レジデンス・スーペリア	 

夏季学生レジデンス・コンフォート	
学生シェアアパート・コンフォート	 

ECトロント

ヤングエグリントン
センター

エグリントンパーク

ミッドタウンの駅にも公園にも近い落ち着いた立地
トロントの象徴CNタワーを臨む

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週5回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コースに無料で含まれるもの
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トロントの象徴CNタワーを臨む

施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

22
教室数

13
平均クラス人数
	(最大15名)

16
HIGHER	SCORE®平均
クラス人数	(最大18名)

330
学校定員

29
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

スマートボード

学生ラウンジ

図書室

大学進学サポート

基本事項

自習エリア

ケンブリッジ英検,	IELTS,	
TOEFL,	TOEIC																										
公式テストセンター

学生用電子レンジ

建物内カフェ

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています

日本語スタッフ
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EC バンクーバー

24%	韓国 12%	日本 3%	トルコ
22%	ブラジル 7%	コロンビア 2%	台湾
14%	スイス 4%	メキシコ 12%	その他	(45)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40				41-50				51+	

国籍比率データ

新しい友達と街を散策

緊張もやわらぐ学校初日のオリエンテーション

こんな人におすすめ
• 国籍ミックスの良い学校に行きたい	-	ヨーロッパや南米からの学生か
らの人気も高く、市内では日本人率が低めの学校です。	

• スタイリッシュ＆充実の学校施設で勉強したい	-	しっかりとした学習
環境で、ケンブリッジ英検の試験センターにもなっている学校です。	

• 充実の無料授業でたくさん勉強したい	-	ほぼ毎日行われている無
料授業で、もっと学びたいみなさんを応援しています。

• ビジネス英語入門受講でワーホリ準備がしたい	-	選択科目で勉強
べきるビジネス英語。入門レベルなので参加しやすいクラスです。	

人気のアクティビティー例
キャピラノ吊り橋ウォーク
グランヴィルでのパドルボーディング
サイエンスワールド見学
パブナイト
クイーンエリザベスパーク散策
アウトレットショッピング
週末ヴィクトリアツアー
週末ウィスラーツアー
週末シアトルツアー

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(20/24/30)
ケンブリッジ英検対策コース	(20/30)
Higher	Score	IELTS/TOEFL	(20)
大学パスウェイプログラム	(30)
個人レッスン

英語プラス
ファームステイ

滞在先オプション 
ホームステイ・スタンダード	 、コンフォート	
学生シェアアパート・コンフォート	 、スーペリア	

EC バンクーバー 

ガスタウン

ハーバーセンター

パシフィックセンター

オルフェウム劇場

ダウンタウンの便利な立地

日本語も通じるレセプションで安心

大自然の景色とアクティビティーが身近に楽しめる
各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週4回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コースに無料で含まれるもの
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大自然の景色とアクティビティーが身近に楽しめる

施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

19
教室数

13
平均クラス人数
	(最大15名)

16
HIGHER	SCORE®	平均
クラス人数	(最大18名)

285
学校定員

23
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

スマートボード

学生ラウンジ

図書室

大学進学サポート

基本事項

自習エリア

キッチンエリア

ケンブリッジ英検																					
公式テストセンター

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています

日本語スタッフ
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EC ロンドン

15%	ブラジル 9%	日本 5%	サウジアラビア
14%	韓国 8%	スイス 5%	フランス
14%	トルコ 7%	台湾 23%	その他	(57)

年齢層データ

			16-17			18-20					21-25				26-30				31-40				41-50					51+	

国籍比率データ

こんな人におすすめ
• ロンドン市内の学校に行きたい -	ECはロンドン交通網のゾーン1、地
下鉄路線も多いユーストン駅前にあるので、通学も観光も便利です。

• 充実の無料授業でたくさん勉強したい	-	ブレックファースト会話をはじ
め、ほぼ毎日行われている無料授業で、みなさんを応援しています。

• 施設の整ったきれいな学校で勉強したい	-	古い建物も多いロンドンで
すが、ECの教室は明るく最新の教育設備が充実しています。	

• 大人の留学+ビジネス英語	-	30+には、ビジネス英語特科プログラム
もあるので、キャリア重視の大人の留学にもおすすめです。

人気のアクティビティー例
マダムタッソー蝋人形館
ロンドンアイ観覧車
ディナークラブ
ムービーナイト
ECサッカー
ECアフタヌーンティー＆会話
週末オックスフォード＆コッツウォルズツアー
週末ブルージュツアーツアー
週末パリツアー

開講コース
一般英語	(20/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(20/30)
ケンブリッジ試験対策	(20/30)
Higher	Score®	IELTS	(20/30)
個人レッスン

滞在先オプション 
ホームステイ・	スタンダード	、 、、コンフォート	
学生レジデンス	コンフォート 、 、スーペリア  

夏季学生レジデンス・	コンフォート 	

お昼を食べたり自習をしたり、自由に過ごせる学生ラウンジ

放課後の観光もみんなで

みんなの前で発表

		ECロンドン
ウェストエンド

ラッセルスクエア駅 大英博物館

ユーストン駅

	キングスクロス駅 ホルボーン駅

テンプル駅

トラファルガースクエア
レイチェスタースクエア

St.	Paul's	Cathedral

ECイギリス校はトリニティカレッジ・ロンドンの国際英語検定試験のテストセンターに認定されていま
す。試験は学校や仕事、または旅行などに必要なスピーキングとリスニング力を測るためのGESE、
また大学や企業で必要な英語4スキルを測るためのISEを含みます。

パリ行列車の発着駅、交通の便の良い市内中心の立地
見どころの尽きないロンドン、みんなと行く場所には事欠きません

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週6回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

14
教室数

11
平均クラス人数
(最大14名)

186
学校定員

16
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

スマートタッチスクリーンTV

学生ラウンジ

図書室

基本事項

自習エリア

見どころの尽きないロンドン、みんなと行く場所には事欠きません

建物内カフェ

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています
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EC オックスフォード

14%	トルコ 7%	日本 6%	コロンビア
13%	韓国 7%	ブラジル 6%	スイス
12%	サウジアラビア 7%	オマーン 28%	その他	(39)

年齢層データ

		16-17				18-20				21-25				26-30				31-40					41-50				51+	

国籍比率データ

こんな人におすすめ
• 歴史のある大学都市で学びたい	-	オックスフォード大学の歴史深い
建物が街中に散在する、趣のある街並みです。	

• 緑あふれる環境に暮らしたい	-	街はずれからは小川や緑の小道が続
き、川下りやウォーキング、ジョギングが楽しくなります。	

• 名門大学の無料講座に参加してみたい	-	オックスフォード大学では一
般向けの講座も多く開催。スケジュールを確認して参加してみましょう。

• 観光がしやすい立地で勉強したい	-	徒歩で観光可能な場所も多い
オックスフォード。ECは市内中心の便利な場所にあります。

• 通学が便利な街で勉強したい	-	自転車利用の多い街。寮からの通
学も学校でレンタルできる自転車が人気です。

人気のアクティビティー例
パンティング
インターナショナルフードパーティー
ディベートクラブ
ムービーアフタヌーン
週末ロンドンツアー
週末カーディフ＆ウェールズツアー
週末ウォーウィック城＆スタットフォードツアー

開講コース
一般英語	(20/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(20/30)
Higher	Score®	IELTS	(20)
個人レッスン

滞在先オプション 
ホームステイ・	スタンダード 	、コンフォート 
ワンルーム学生レジデンス・	スタンダード  、コンフォート	  
夏季学生レジデンス・	スタンダード  	

学びが楽しい授業

緑豊かな街をみんなと散策

EC オックスフォード

べりオールカレッジ

オックスフォード城

オックスフォード市内の便利な立地

可愛いマーケットを臨むレセプションエリア

歴史深い街で学ぶ英語

ECイギリス校はトリニティカレッジ・ロンドンの国際英語検定試験のテストセンターに認定されていま
す。試験は学校や仕事、または旅行などに必要なスピーキングとリスニング力を測るためのGESE、
また大学や企業で必要な英語4スキルを測るためのISEを含みます。

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週4回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

基本事項

6
教室数

12
平均クラス人数	
(最大15名)

90
学校定員

17
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

歴史深い街で学ぶ英語

スマートタッチスクリーンTV

学生ラウンジ

図書室

自習エリア

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています
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EC ケンブリッジ

16%	トルコ 8%	イタリア 5%	オマーン
14%	ブラジル 7%	スイス 5%	スペイン
11%	サウジアラビア 7%	韓国 27%	その他	(42)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40				41-50					51+	

国籍比率データ

こんな人におすすめ
• 小ぢんまりとした可愛い街に暮らしてみたい	-	レンガ造りの趣のある建
物が小道沿いに散在する、キュートな街並みです。	

• 放課後も気軽に友だちと過ごしたい	-	ECは市内中心部にある唯一
の語学学校。カフェやショップがすぐ近くなので、自然と友だちとの時間が
増えます。	

• 緑あふれる環境に暮らしたい	-	小川沿いの道をサイクリング＆ウォーキ
ング。緑あふれるカフェでのクリームティーを楽しみましょう。

• 名門大学の講座に参加してみたい	-	ケンブリッジ大学では一般向け
の講座も多く開催。スケジュールを確認して参加できます。

• 小回りのきく街で生活したい	-	自転車利用の多い街。通学や週末の
観光も、学校でレンタルできる自転車が人気です。

人気のアクティビティー例
キングスカレッジ見学
セントジョーンズカレッジ見学
パンティング
フィッツウィリアム美術館
ボタニカルガーデン
ECサッカー
パブナイト
週末ウィンザーツアー
週末カンタベリー＆リーズ城ツアー
週末オックスフォード＆ブレンハイム宮殿ツアー

開講コース
一般英語	(20/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(20/30)
ケンブリッジ試験対策	(30)
Higher	Score®	IELTS	(20/30)
個人レッスン

滞在先オプション
ホームステイ・スタンダード  、コンフォート	
学生レジデンス・	コンフォート	
夏季学生レジデンス・	コンフォート	
学生シェアハウス・スタンダード		

明るいレセプションエリア

キングスカレッジの前で一休み

分からないことは何でも聞いてみよう

		ECケンブリッジ

パーカーズ
ピースパークジーザスグリーン

クライストカレッジ

クライスト
ピースパーク

ADCシアター

マムフォード
シアター

クラフトンセンター

市内中心部唯一の語学学校
ゆるやかな小川の流れを楽しむパンティング

ECイギリス校はトリニティカレッジ・ロンドンの国際英語検定試験のテストセンターに認定されていま
す。試験は学校や仕事、または旅行などに必要なスピーキングとリスニング力を測るためのGESE、
また大学や企業で必要な英語4スキルを測るためのISEを含みます。

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

基本事項

14
教室数

12
平均クラス人数
	(最大15名)

203
学校定員

20
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

ゆるやかな小川の流れを楽しむパンティング

スマートタッチスクリーンTV

学生ラウンジ

図書室

自習エリア

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています



70

EC ブライトン

17%	サウジアラビア 12%	トルコ 5%	クウェート
13%	韓国 7%	ブラジル 5%	スペイン
13%	スイス 6%	イタリア 22%	その他	(51)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40				41-50				51+	

国籍比率データ

こんな人におすすめ
• 海辺のきれいな街で過ごしたい	-	白亜の建物が並ぶ海辺に広がる
街。ロンドンとはまた異なるライフスタイルが楽しめます。

• コースやプログラムの充実した学校で学びたい	-	ロンドン校に負けな
い規模のブライトン校なので、多様なコースやレベルが充実しています。

• ロンドン以外の大人の留学先を探している	-	30+クラスはありません
が、30+向けのアクティビティーが定期的に開催されています。

• 通学に便利な寮生活がしたい	-	徒歩圏の滞在先も多く、"海辺に暮
らす留学"が実現可能です。	

• 気軽にロンドンにも行ってみたい	-	ロンドンまでは電車で約1時間。週
末には気軽にロンドン観光が可能です。	

人気のアクティビティー例
ロイヤルパビリオン
海洋生物センター
パブナイト/30+パブナイト
シネマナイト
ECサッカー&トーナメント
プレミアリーグ観戦
週末ケンブリッジ＆グリニッチ
週末パリ＆ディズニーランドツアー

開講コース
一般英語	(20/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(20/30)
ケンブリッジ英検対策	(20/30)
Higher	Score®	IELTS	(20/30)
個人レッスン

滞在先オプション
ホームステイ・スタンダード  、コンフォート	
学生シェアハウス・スタンダード	
学生レジデンス・スーペリア 
夏季学生レジデンス・スタンダード	
学生シェアアパート・スタンダード	

歌の歌詞も勉強に、楽しいレッスン

アウトドアアクティビティーも充実

ラウンジの1つで英語ゲーム

	 ECブライトン

	ロイヤルパビリオン

	ブライトン美術館

ブライトン埠頭

ブライトン海洋生物センター

ブライトンビーチ オールドスタイン

ロイヤルシアター

市内中心部の便利な立地。ビーチもすぐそこ
ブライトンの象徴、夕方のブライトン埠頭

ECイギリス校はトリニティカレッジ・ロンドンの国際英語検定試験のテストセンターに認定されていま
す。試験は学校や仕事、または旅行などに必要なスピーキングとリスニング力を測るためのGESE、
また大学や企業で必要な英語4スキルを測るためのISEを含みます。

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週3回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

基本事項

16
教室数

13
平均クラス人数
(最大15名)

235
学校定員

28
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

大学進学サポート

ブライトンの象徴、夕方のブライトン埠頭

スマートタッチスクリーンTV

学生ラウンジ

図書室

自習エリア

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています
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EC ブリストル

19%	サウジアラビア 8%	トルコ 5%	オマーン
15%	韓国 8%	イタリア 5%	ブラジル
9%	スイス 7%	スペイン 24%	その他	(42)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40					41-50				51+	

国籍比率データ

こんな人におすすめ
• イギリスの地方都市で暮らしてみたい	-	都市機能を備えながらも大
都会の喧騒とは無縁の街で、豊かな留学生活が送れます。

• 日本人の少ない環境に身を置きたい	-	日本での知名度が低い街な
ので、学校だけでなく周辺環境にも日本人の少ない環境です。

• ヨーロッパプチ旅行を楽しみたい	-	LCCの多い国際空港があるので、
留学中のヨーロッパ都市への旅行がしやすい環境です。	

• 費用を抑えたイギリス留学がしたい	-	地方都市であるブリストルは、
学費も物価も安め。特に長期留学生に優しい留学先です。

人気のアクティビティー例
ECブリストルシークレットツアー
クリフトン吊り橋ウォーキング
キャボットタワー＆ブリストル美術館ツアー
パブナイト＆クイズ
ECサッカー
インターナショナルディナーナイト
サイクリングツアー
週末ロンドンツアー
週末スコットランドアー	

開講コース
一般英語	(20/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(20/30)
ケンブリッジ試験対策	(30)
Higher	Score®	IELTS	(20/30)
個人レッスン

滞在先オプション 
ホームステイ・スタンダード 	、コンフォート 
学生レジデンス・スタンダード 、コンフォート 

優しい笑顔で迎えられるレセプション

自然もすぐそばの地方都市

みんなで話合って正解を見つけよう

アルノルフィニアートセンター

クイーンズスクエア

	水族館

ブリストル劇場

ブリストル
ヒッポドローム劇場	

セントニコラスマーケット

クイーンズスクエアの一角、ウォーターフロントもすぐそこ
イギリス南西部の中心都市で、充実のイギリス生活

		ECブリストル

ECイギリス校はトリニティカレッジ・ロンドンの国際英語検定試験のテストセンターに認定されていま
す。試験は学校や仕事、または旅行などに必要なスピーキングとリスニング力を測るためのGESE、
また大学や企業で必要な英語4スキルを測るためのISEを含みます。

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

基本事項

18
教室数

11
平均クラス人数	
(最大14名)

191
学校定員

18
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

イギリス南西部の中心都市で、充実のイギリス生活

スマートタッチスクリーンTV

学生ラウンジ

図書室

自習エリア

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています
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EC マンチェスター

29%	サウジアラビア 8%	コロンビア 5%	スイス
11%	ブラジル 7%	トルコ 5%	オマーン
9%	クウェート 7%	韓国 19%	その他	(38)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40					41-50				51+	

国籍比率データ

ユニークなデザインの教室で、気持ちも上がる

やっぱり都会、でも安いので友だち付き合いも気楽

ゆっくりくつろげるレセプションエリア。情報収集もここで

こんな人におすすめ
• リーズナブルに都会暮らがしたい -	イギリス第2の都市と呼ばれる街で
すが、ロンドンに比べて物価は大分低めです。	

• 趣味を通じた友だち作りがしたい	-	やっぱりサッカーファンという留学生
が集まりやすい街。共通の話題も見つけやすくなります。

• 女性にももちろん楽しい街 -	サッカーファンの多い街ですが、同時に普
通の人々が暮らす場所。女性ももちろん楽しめます。

• 日本人の少ない環境に身を置きたい	-	電車で約3.5時間とロンドン
からの距離があり、街にも学校にも日本人の少ない環境です。

• ヨーロッパプチ旅行を楽しみたい	-	国際空港が市内から近い場所に
あるので、留学中のヨーロッパ都市への旅行がしやすい環境です。	

• イギリス北部に行ってみたい場所がある	-	ピーターラビットの故郷湖水
地方やリバプール等、日帰り＆週末に簡単に行ける見どころが豊富。	

人気のアクティビティー例
ECサッカーナイト
ECアフタヌーンティー
サイクリングツアー
スタジアムツアー
インターナショナルフードデー
シネマナイト
週末リバプールツアー
週末ヨークツアー
週末湖水地方ツアー

開講コース
一般英語	(20/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(20/30)
ケンブリッジ試験対策	(30)
Higher	Score®	IELTS	(一般英語20+IELTS試験対策10)
個人レッスン

滞在先オプション
ホームステイ・	スタンダード 	、コンフォート 
学生レジデンス・スタンダード 、スーペリア 
夏季学生レジデンス・	スタンダード 

	ECマンチェスター  マンチェスター	
ピカデリー駅

中央図書室

マンチェスターセントラル
コンベンションセンター

チャイナタウン

支庁舎
マンチェスターアートギャラリー

都市機能の充実したエリア
モモモモダン＆歴史の調和の取れた魅力あふれる街並み

ECイギリス校はトリニティカレッジ・ロンドンの国際英語検定試験のテストセンターに認定されていま
す。試験は学校や仕事、または旅行などに必要なスピーキングとリスニング力を測るためのGESE、
また大学や企業で必要な英語4スキルを測るためのISEを含みます。

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週4回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

基本事項

9
教室数

12
平均クラス人数	
(最大15名)

135
学校定員

15
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

モモモモダン＆歴史の調和の取れた魅力あふれる街並み

スマートタッチスクリーンTV

学生ラウンジ

図書室

自習エリア

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています
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EC ダブリン

29%	ブラジル 7%	イタリア 4%	サウジアラビア
19%	トルコ 5%	日本 4%	ロシア
8%	韓国 5%	台湾 19%	その他	(12)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40				41-50				51+	

国籍比率データ

明るいスタッフが迎えるレセプション

古い歴史と独特の文化を体験

最新の教育設備を整えた教室

こんな人におすすめ
• 日本人率の低い留学先を探している	-	イギリスの更にその先にあるア
イルランド。首都ダブリンでもまだまだ日本人の少ない穴場です。

• ユニークな留学先を探している	-	英語を使う国ながら、興味深い歴史
や固有の音楽、文化も豊富な魅力的な国、アイルランドです。

• 新しくきれいな学校で学びたい	-	2018年開校のECダブリン校は、EC
スタンダードを維持しつつ、各国ECの中で最もフレッシュな学校です。

• 小ぢんまりとした可愛い街で過ごしたい	-	コンパクトにまとまった治安の
良い街ダブリン。楽しくもゆったりとした留学生活が可能です。

• 大人の留学を楽しみたい	-	30+プログラムがあるので、落ち着いた学
習環境で学校生活が送れます。

人気のアクティビティー例
ダブリン城
セントパトリック大聖堂
ギネスビール・ストアハウス
パブ巡り
ウィスキー蒸留所＆テイスティング
マーチャンツ・アーチナイト
ゴーストバスツアー
週末モハーの崖＆ゴールウェイツアー

開講コース
一般英語	(20/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(20/30)
ケンブリッジ試験対策	(20/30)
Higher	Score®	IELTS	(20)
個人レッスン

滞在先オプション 
ホームステイ・スタンダード	、コンフォート	
学生レジデンス・コンフォート		

ECダブリン校はDIT(Dublin	Institute	of	Technology’s)に通いたい留学生のための英語コース
を提供、規定のECの英語レベルに達した場合、DITのファウンデーションコース進学のためのIELTSや
TOEFのスコアは免除されます。

	ECダブリン

トリニティーカレッジ
国立コンサートホール

	&	ケルズの書

モリー
マローン像

セントステファンズグリーン

セントパトリック大聖堂

ポートデロ

美しい運河沿いに建つ学校
コンパクトな街のあちこちに、美しい歴史的建造物がたくさん

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

	スマートタッチスクリーンTV

学生ラウンジ

基本事項

自習エリア

9
教室数

12
平均クラス人数	
(最大15名)

135
学校定員

21
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

コンパクトな街のあちこちに、美しい歴史的建造物がたくさん

大学進学サポート

隣接カフェ

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています
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EC マルタ

15%	ブラジル 7%	フランス 6%	韓国
15%	日本 7%	スイス 5%	イタリア
12%	トルコ 7%	コロンビア 26%	その他	(84)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40				41-50				51+	

国籍比率データ

こんな人におすすめ
• 世界基準のしっかりした学校で勉強したい	-	ECの発祥はマルタ。地中
海の留学先で、世界基準の英語教育が受けられます。	

• アクティビティーを満喫したい	-	ECオリジナルのアクティビティーを含め、
毎日複数のアクティビティーがあるので、好きなものに参加できます。

• 充実の長期留学をしたい	-	短期リゾート留学生も多いマルタです
が、ECは長期留学制度も充実しています。

• 大人の留学を楽しみたい	-	30+、クラブ50プログラムがあるので、落ち
着いた学習環境で学校生活が送れます。

• マルタ大学のギャップイヤープログラムに参加したい	-	国立マルタ大
学に学期留学ができる、大学休学生のためのプログラムを実施。

人気のアクティビティー例
ECインターナショナルパーティー
ヨガレッスン
ポパイビレッジ
ワインテイスティング
夜景ツアー
マルタ１日クルーズ
週末ゴゾ島ツアー
週末シチリア島ツアー

開講コース
一般英語	(20/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
ミニグループ	(20/30)
アカデミックイヤー	(20/30)
ケンブリッジ英検対策	(20/30)
Higher	Score®	IELTS/TOEFL	(30)
個人レッスン
クラブ50+:	ミニグループ	(20)

英語プラス
ダイビング

滞在先オプション 
ホームステイ・スタンダード	、コンフォート	
学生シェアアパート・スタンダード	、コンフォート 	
ワンベッドルームアパート・コンフォート	

豊富なアクティビティーはここで申し込もう

中世の街並み、世界遺産都市ヴァレッタ

最大12名の小規模クラス

		ECマルタ

スピノーラ湾

セント
ジョージ湾

セントジュリアンターミナル

ポートマッソ・マリーナ

パーチャビル

5星ホテルも多いマルタ観光の中心地
友だちとビーチで過ごす週末

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週4回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの

往復
空港送迎*
*ECの滞在先申し込み時
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

	スマートタッチスクリーンTV

学生ラウンジ

図書室

基本事項

自習エリア

44
教室数

10
平均クラス人数	
(最大12名)

6		
ミニグループレッスン	
最大クラス人数

498
学校定員

23
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

	(6月15日-8月25日は
18歳以上)

建物内カフェ

屋上テラス

友だちとビーチで過ごす週末

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています

日本語スタッフ
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EC ケープタウン

25%	ブラジル 10%	イエメン 3%	アンゴラ
25%	サウジアラビア 4%	フランス 3%	ドイツ
15%	スイス 4%	トルコ 11%	その他	(51)

年齢層データ

			16-17				18-20				21-25				26-30				31-40				41-50					51+	

国籍比率データ

こんな人におすすめ
• 人とは違う留学先を探している	-	アジアからの留学生のほとんどいない
南アフリカ英語留学。ユニーク＆人に覚えてもらえる留学先です。

• アフリカ体験をしてみたい	-	せっかく時間をかけて行くのなら、滅多にで
きないアフリカ文化体験。人生の貴重な経験になります。	

• ハードルの高すぎないアフリカ生活	-	ケープタウンはイギリスをはじめとす
るヨーロッパからの移住者も多い近代都市。入門者にも安心です。	

• ボランティアがしたい	-	日本からのボランティアツアーも少ない南アフリ
カ。学校に通いながらの自然なボランティア活動が可能です。	

• 生活費を抑えた留学がしたい	-	通貨はランドでやっぱり物価は低め。
無理をしなくても、気軽に様々な体験にチャレンジできます。	

• マリーンスポーツ＆アウトドアを楽しみたい	-	海、山、川の全てが揃う
街。自然のペンギンに出会い、サーフィンやハイキングも気軽に。

人気のアクティビティー例
国立美術館
水族館ツアー
クジラウォッチング
ワイナリーツアー
喜望峰ツアー
タウンシップ訪問
週末3日サファリツアー

開講コース
一般英語	(20/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)
アカデミックイヤー	(20/30)
ケンブリッジ英検対策	(20/30)
Higher	Score®	IELTS	(一般英語20+IELTS試験対策10)
個人レッスン
インターンシップ

英語プラス
サファリ

滞在先オプション
ホームステイ・	スタンダード  、コンフォート	
学生シェアハウス・コンフォート 	

モダンアフリカンデザインの学校

カラフルな街並みを冒険

クラスメートの国籍も多彩

ECケープタウン

オーシャンズ
水族館

ボカップ博物館

V&A	ウォーターフロント

ケープタウン	
スタジアム

クリフトンビーチシグナルヒル

グリーンマーケットスクエア

観光客も多く治安の良いエリアに立地
動物たちに出会えるサファリ体験

各校の学校情報は2018年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合があります/国籍データは2017,2018年のデータを基にしています/通学手段は代表的なものが記載されています

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週4回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの

往復
空港送迎*
*ECの滞在先申し込み時
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施設&サービス

オレンジカーペット

無料WiFi

スマートボード

学生ラウンジ

図書室

基本事項

自習エリア

12
教室数

12
平均クラス人数	
(最大15名)

180
学校定員

10
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

ケンブリッジ
公式試験センター

動物たちに出会えるサファリ体験

ECは留学生
1人のにつき€1を

社会貢献プログラムに
寄付しています
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アメリカ校
1月1日、1月21日、2月18日、３月29日*、4月15日**
4月16日***、5月27日、7月4日、9月2日、10月14日
11月11日、11月28日、11月29日、12月25日

*サンフランシスコ	・サンディエゴ	・ロサンゼルス校,	**ボストン校,***ワシントン校のみ																																												

カナダ校

モントリオール 1月1日、4月19日、5月20日、6月24日、7月1日、9月
2日、10月14日、11月11日、12月25日、12月26日

トロント
バンクーバー

1月1日、2月18日、4月19日、5月20日、7月1日、
8月5日、9月2日、10月14日、11月11日、12月25日
12月26日

イギリス校 1月1日、4月19日、4月22日、5月6日、5月27日
8月26日、12月25日、12月26日

アイルランド校 1月1日、3月18日、4月19日、4月22日、5月6日、
6月3日、8月5日、10月28日、12月25日、12月26日

マルタ校 1月1日、3月19日、4月19日、5月1日、6月7日、
8月15日、12月13日、12月25日

南アフリカ校
1月1日、3月21日、4月19日、4月22日、4月27日
5月1日、6月17日、8月9日、9月24日、12月16日
12月25日,12月26日

2019年-2020年のクリスマス休校日
ECでは1週間単位のクリスマス休校期間は無く、カレンダー上の休日のみの
休校となります。

2019年EC各校の休校日(各国の祝祭日・平日該当分のみ)
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ecenglish.com


