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ECの語学留学
ウィズコロナ/Covid-19

前向きに適応&発展
	ソーシャルディスタンスと授業：ECの先生たちは、みなさんの安全を第一にソーシャ
ルディスタンスを維持しながらも、楽しく効果的な学習効果を出すためのクラス運営につ
いての研修を受けてクラス授業を行っています。

	オンライン授業：ECには万が一ロックダウン等で学校が休校になってしまった場合
に、即時にオンライン授業に移行できる体制が整っています。またECの先生たちは、オ
ンライン授業の長所と短所を熟知、オンライン授業になった際にはそれに合った方法で
授業を続けます。

	学生サポート：何があるか分からない時ほど大切な学生サポート。以前は対面だけ
だった学生サポートに、チャットや動画通話なども可能な新ツールを導入。スピーキング
が苦手な学生には、むしろ利用しやすくなったと評判です。

安心して学ぶために
	 ECの校舎にはソーシャルディスタンスの目安となるサインや、感染防止のための生　
　　活習慣についての案内などが掲示されています。

	 校舎や教室内ではマスクやフェースシールドを着用しています。

	 校舎内の必要な場所に手指消毒液が設置されています。

	 クラス定員はソーシャルディスタンスを守ることができる人数に調整されています。

	 教室の椅子や机はソーシャルディスタンスが守れるように配置されています。

	 教室の床にはソーシャルディスタンスの目安を示す印が貼られています。

	 教室やトイレなどの共用施設は、定期的に消毒作業が行われています。

ECは各国、各都市、所属団体等の定める法令や規制に従って、コロナ新型感染症/
Covid-19対策を行っています。またコロナ新型感染症/Covid-19が疑われる症状の
ある学生がいた場合には、関連保健機関の指針に従って対応します。

またこのパンフレットに記載の内容は、今後のCovid-19の状況次第で変更になること
もありますので、ご注意ください。

ECでは2020年1月末にいち早く危機管理対策チームを発足、学生を一
番に考えながら、中・長期的な視野をもって様々な調査を行い、対応を
行ってきました。

今後もコロナウィルスを巡る情勢を注視、国や関連機関による措置を順
守しながら、みなさんと学校スタッフの安全を守り、同時に留学生のみなさ
んが最大限の留学の成果を挙げられるよう、学校運営を行っていきます。

それぞれの国や地域の情報についてはオンライン情報をご確認ください
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学校スタッフも楽しみな毎週月曜日のオレンジカーペット。これを踏みしめながら、みなさんの学校生活が始まります

ECオレンジカーペット1 みなさんの留学の始まりを心から応援したい - そんな気持ちを込めて

世界中のECではオレンジカーペットでみなさんをお迎えしています

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、留学生の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。

人気の理由
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留学開始前
同じ留学期間なら、開始レベルが高いほど、留
学終了時に達成できる英語レベルも高くなりま
す。日本にいる間に、ECオンラインを活用して少
しでも英語力を伸ばしておくことで、留学で得ら
れる最終成果を高めることができます。

到着前インフォメーション
現地情報や学校の様子などは、ECオンラインのマイ
ページ、各校Facebookなどからもアクセス可能。ま
たデジタルウェルカムレターや入学後に必要な情報な
どが英語でも送られるので、少しずつ現地に行ってか
らのやり方に慣れていくことができます。

パーソナル・ラーニング
効果の高い勉強の仕方や、上達のスピードは、人に
よってそれぞれです。ECではスキル特化クラスやECオ
ンラインの個人学習管理システムを最大限に活用。1
人1人に合ったラーニングプランを作り、自分のペース
で英語力を上げていくことができます。

目に見える結果
ECの最初のレベルテストと卒業テストは、オックスフォー
ド大学出版によって行われます。全期間を通じての英
語力の伸びが可視化され、また世界的名門大学によ
って評価される英語力は、対外的にはもちろん、自分
にとっても確かな自信となります。

ラストスパート
留学終了前になってくると、やり残しに気付いて焦って
しまったり、またはもう遅い、とダラダラしてしまったりもす
るもの。ECではコース終了2週間前に個人面談を行
い、残りの期間を出来る限り有効に使うためのアドバ
イスが行われます。

卒業とお別れ会
楽しいことも辛いこともあった留学生活。一緒に卒業
する友だちや、まだこれからも勉強を続けるクラスメー
トなどに囲まれての卒業式では、みなさん1人1人に
修了証が渡されます。

1 2

3 4

5 6 7

みんなに祝福されての卒業式。ロンドン校で

ECオレンジカーペット

パーソナル・ウェルカム
ホストファミリーや学生寮に到着したら、そこにはファミ
リーや寮のスタッフからの温かな「ウェルカム」が待って
います。学校への行き方や、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。これをきっ
かけに友だちができることも多いものです。
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ECオンラインとECバーチャル

「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です。

ECオンライン：自由な時間に携帯アプリでも勉強できる自習ツール
ECバーチャル：オンラインのクラスレッスンで、現地での授業に慣れられる

12

2人気の理由

留学先での英語の伸びは、留学開始時の英語力にも左右されます

留学中の「自己管理」を含め、無料ツールで留学の効果を最大化
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ECオンライン - 申し込み後すぐに始めるオンライン学習

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

• 帰国後にも英語を忘れないように勉強が続けられる																													
(帰国後3か月利用可)

自分の弱点に合った練習が自動表示される
申し込み後にオンラインでレベルチェックを受けたり、留学中にレベルテスト
を受けたりすると、その結果に応じてコンピューターが自動的にみなさんに
必要な練習をピックアップ。

マイページから自分の学習データや過去の記録、学習プラン、学校情報などを選択

自分のペースで勉強できる
ちょっとした空き時間を使ったり「必ず毎日1時間やる！」と決めたり、使い方は自由。間違えてもやり直しができるので、自分のペースで地道に勉強が
続けられます。また機能表示や指示は全部英語なので、現地での英語での授業への練習になります。

リアルなニュースやネット記事から好きなテーマ
で勉強ができるFlash	Points

IELTSなどの英語資格試験の自習ツールも。
留学中も授業と並行して利用できます。

今までに出された課題や学習プランを遡って
確認。自分で学習管理ができます。

予想上達度との比較がグラフ化される
本来上がっているはずの今のレベルと実際のレベルが1週間単位でグラ
フ化、確認可能。しっかりと自覚をもって勉強が続けられます。

オックスフォード大学出版からのレベル証明
ECの最初のテストと卒業テストはオックスフォード大学出版提供。権威
あるレベル証明、英語技能別の伸び率が証明可能です。

動画を見たり記事を読んだりした後に、順番に
問題を解いていきます。
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EC Virtual

ハイブリッド留学、ECバーチャル
世界の教室を自分の部屋に 

質の高いオンライン教育
ナショナルジオグラフィック・ラーニング社との提携。世
界の語学学校ECと同じカリキュラムをオンライン学習

用に再構築した質の高いオンライン教育

自分に合った時間選択
世界中からの学生が参加できるよう、幅広い受講
時間帯を設定、またコースによって授業頻度なども

自分に合ったものが選べます。

14

Online

・留学前に少しでも英語力を上げておきたい
留学前に少しでも現地の授業の雰囲気に慣れておきたい
・日本にいながらインターナショナルな英語の授業を体験したい
・自宅でゆっくりと落ち着いて英・仏語会話のクラスに参加したい

EC English Australia Pty Ltd, Trading as EC English, ABN: 33627691696, CRICOS Provider Code: 03812F
English for Academic Purposes (10 to 30 weeks); CRICOS Course Code: 0101426

Powered by

充実留学のための
理想の3ステップ	

ECオンライン無料オンライン自習ツール
ECバーチャル有料オンライン英会話	

EC留学 現地生活

Accredited by
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ECバーチャルの各種プログラム

ジェネラル英語

ECバーチャル・プレミアム  
ジェネラル英語 

-	毎週スタート可能
-	週5日
-	1日90分の対面クラスレッスン
-	毎日30分の共同ワーク

海外ECの一般英語の授業と同じカリキュラムで
学べるプログラム。毎日2時間の授業で集中的
に英語脳を鍛えたい人向け。

ECバーチャル・スタンダード 
ジェネラル英語 

-	指定開講日あり
-	週2日(火・木)
-	1日90分の対面クラスレッスン
-	毎日30分の共同ワーク

授業内容はプレミアムコースと同じですが、仕事
をしながら、学校に通いながら、無理せず英語
の勉強も続けたいと人向けの週2日コース。

ECバーチャル・オンデマンド  
目的に特化したカスタム授業

-	クローズグループまたは個人レッスン
-	受講時間帯自由設定
-	特殊英語、テーマ別英語、ビジネス英語など

学校・法人グループや個人向けに、ビジネス英
語やテーマ学習などのカスタマイズ授業を提供。

ECバーチャル  
HIGHER SCORE® IELTS
IELTSスコアアップ

-	毎週スタート可能	
-	週2,3,5日受講から選択
-	1日90分の対面クラスレッスン
-	毎日30分の共同ワーク
-	週2時間相当のテスト対策課題/宿題
-	20レッスンに1回15分の個人学習カウンセリング

確実にスコアが上がると評判のECのHigher	
Score®IELTSがオンラインでも受講可能に。
豊富な過去問対策やテクニック習得で必要スコ
アの取得を目指します。

ジェネラルフランス語

ECバーチャル・フランス語
ECモントリオール校提供

-	毎週スタート可能
-	週2,3,5日受講から選択
-	1日90分の対面クラスレッスン
-	個人レッスンオプションあり

バイリンガル都市としても有名な、カナダ・モントリ
オールから提供するフランス語コース。

大学＆カレッジ進学パスウェイ

ECバーチャル・大学進学パスウェイ準備
カナダ大学進学への最初の一歩

-	毎週スタート可能
-	エレメンタリーからインターメディエイトレベル
-	ECバーチャルと同一コース
-	カナダ大学進学カウンセリングあり

大学パスウェイコース受講にはまだ英語力が足り
ない人のためのコース。授業はバーチャルプレミア
ムと同一のため受講時間帯が多く、大学進学カ
ウンセリングが受けられるのが特徴です。

ECバーチャル・大学進学パスウェイ
カナダ提携大学への進学のためのコース
ECトロント校提供

-	5週間に一度の指定開講日あり
-	アッパーインターメディエイト以上
-	週18時間の授業
-	週5日受講
-	10週間プログラム

IELTSやTOEFLのスコア提出なしに、ECの英語
レベルでカナダ提携大学への進学を希望する人
のためのコース。現地での授業と同じ授業時間
でしっかりと勉強します。

ECバーチャル・アカデミック英語(EAP)
オーストラリア提携大学への進学のためのコース
ECシドニー校提供

-	5週間に1度の指定開講日あり
-	アッパーインターメディエイト以上
-	週20時間の授業
-	週5日受講
-	10,20,または30週間プログラム

IELTSやTOEFLのスコア提出なしに、ECの英語
レベルでオーストラリア提携大学への進学を希望
する人のためのコース。現地での授業と同じ授業
時間で集中的に勉強します。

ジュニアプログラム

ECバーチャル  
ヤングラーナーズ・プレミアム  
13-18歳対象

-	毎週スタート可能
-	週5日受講
-	1日90分のクラス授業
-	ロンドン時間午後3時開始

年齢にふさわしい話題やトピックを用いて英語を
学ぶECのヤングラーナーズプログラムのオンライン
版。毎日集中して学ぶコースです。

ECバーチャル  
ヤングラーナーズ・スタンダード  
13-18歳対象

-	指定開講日あり
-	週2日受講
-	1日90分のクラス授業
-	ロンドン時間午後5時開始

海外からの参加者たちと一緒のクラスで勉強した
いけれど、毎日の授業はちょっと無理というジュニ
ア向けのオンラインコースです

ECバーチャル  
ヤングラーナーズ・オンデマンド 
13-18歳対象のカスタマイズ授業

-	クローズグループまたは個人レッスン
-	受講時間帯自由設定
-	一般英語、テーマ学習等

主に中高生グループ向け。リクエストに応じて特
定の国や都市、または例えばハリーポッターをテー
マに取り入れた英語の授業などが可能です。

15
開講日程・対象レベル等は<118ページ一覧>をご覧ください	
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3人気の理由
無料授業+
豊富なアクティビティー

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。

各校オリジナルの無料授業例 - 人気の無料授業以外にも、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を随時開催

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。

ジョブクリニック 	
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。

無料授業
「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。

人気の無料授業例 - ほとんどの校舎で行われている人気の無料授業例。学校に着いたらすぐにチェック！	

留学中の時間を最大限に有効活用。ECでおすすめの無料授業や

豊富なアクティビティーを組み合わせて、英語を話す時間を最大限に
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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

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

学校アクティビティー
定番の観光地から、週末を使った小旅行はもちろん、学校スタッフオリジナルのイベントも盛りだくさん。「お得な時間帯」を狙ってみんな
で行くパブでのハッピーアワー、持ち寄りビーチBBQから地域のボランティア活動まで、それぞれの学校での個性が楽しいECのアクティビテ
ィーです。

アメリカ校例
オレンジ：無料アクティビティー
グレイ：有料アクティビティー

青：無料授業
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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

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

カナダ校例
オレンジ：無料アクティビティー
グレイ：有料アクティビティー

青：無料授業

イギリス校例
オレンジ：無料アクティビティー
グレイ：有料アクティビティー

青：無料授業

EC各校のアクティビティーや学校の様子は、それぞれのフェイスブックやインスタグラムなどで随時更新中。
在校生の楽しそうな様子を見ていれば、留学への不安も和らぐはずです。
ぜひ各種SNSでみなさんの未来の学校とクラスメートたちをフォローしてみてください！
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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

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末
メルボルン校例

移民博物館
$15

新入生歓迎イベント

ジョブクリニック 
1:45/2:45pm

メルボルン動物園
$28

会話クラブ 
1:45/2:45pm

ハッピーアワードリンク
$5/$6

ECボードゲーム大会

スカイデッキツアー
$15

EC卒業式

メルボルン
ギターフェスティバル

$35

ボタニックガーデン
フォレストセラピーツアー

$30

プラネタリウムナイト
$20

オークランド校例

ホビット村1日ツアー
$155 

新入生歓迎イベント

ジョブクリニック
11:00am/2:00pm

スタディクラブ
11:00am/2:00pm

会話クラブ
11:00am/2:00pm

EC卒業式
オークランド博物館

ムリワイビーチ＆ワイナリー
$26

 

ワトモ洞窟&キ―ウィハウス
$150

アイルランド&マルタ校例
オレンジ：無料アクティビティー
グレイ：有料アクティビティー

青：無料授業

オーストラリア&ニュージーランド校例
オレンジ：無料アクティビティー
グレイ：有料アクティビティー

青：無料授業

※EC各校の実際のアクティビティーは時期やその週によって異なります。詳細は現地到着後に確認の上お申し込みください
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4人気の理由

最新の教育メソッドとカリキュラム

ECアカデミックチームが作る
グローバル・カリキュラム
EC各校のカリキュラムは世界共通。英語教育の専門知識と経験
をもった専門スタッフチームの作るグローバルカリキュラムには、各レベ
ル、各週、毎日の授業で網羅するべき内容が、その指導方法、使
う教材と共に明示されています。

先生たちはその内容を先生専用のマイページで確認、毎日の授
業に生かします。

学生たちはECオンラインのマイページで、自分のレベルで出来るよう
になること、今週の授業で身につける英語などを確認しながら、予
習や復習などの時間を有効に利用することができます。

ティーチャートレーニングと
工夫のこらされた授業
毎日のカリキュラムがしっかりと定まっているECの授業ですが、先生
たちそれぞれの創意工夫ももちろん大切です。

クラスのメンバーたちの長所や短所、得意な分野や苦手な部分を
見極めながら、副教材や別のトピック、趣向を変えた練習方法など
を、積極的に取り入れます。

ECの先生たちは全員が英語教師の資格ももった先生たちですが、
各校舎に教務主任の先生がいて、教室で教える先生たちの授業
を定期的に見学。先生たちはより良い授業が提供できるよう、さら
なる研修を受けます。

世界の英語教育はきっとみなさんが思う以上に進化しています

ECの新しい英語教育で、新しい英語コミュニケーション能力を！

                    *レベルアップ保証はECのアメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、マルタ、南アフリカ校で適用されます
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NPSスコアの導入：授業満足度のモニタリング
どんなにカリキュラムに力を入れても、どんなに最新の教育機器をそろえても、ECで学ぶみなさんが「英語が上手になっている！」という気持ちにな
れない限り、それは良い授業とは言えません。

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。そのスコアの変化を常にモニタリングしながら、より良い教育、サービスにつなげるために利用を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)。

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(統合英語)の授業で伸びたと思う英語量
・2人目の先生(スキル英語)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。

	NPSスコア 	推奨者の％数値 	批判者の％数値ー＝

スマートボード全教室導入
臨場感あふれる授業
ECでは全校舎の全教室にスマートボードを設置。従来
の黒板やホワイトボードを使った授業とは、全く異なる学
習効果が得られます。

リスニング：実生活でのリスニングは、相手の表情やジェ
スチャーなども見ながら相手の言いたいことを理解するも
の。スマートボードがあれば動画も多用しながら、リアルな
リスニング練習が可能です。

スピーキング：使われる教材もスマートボード上に表示
されるので、教室のみんながうつむくことがありません。顔
を見合わせながらの授業なら、自然と会話もはずみま
す。

その他：画面に書いた内容は消すことなく「めくる」ことが
出来るので、授業の流れもスピーディーに。また10分前
の内容でもう一度思い出したい内容があれば、そのまま
画面上に戻すことがことができます。

学習データを活かす
毎年全校で6万人を超える留学生を迎えるECですが、	
学生たちの学習記録は細かくデータ化されています。

学生1人1人にとっては、自分の英語力の伸びや弱点な
どが分かりやすくグラフ化されるので、自分の課題を見つ
けてモチベーションを維持するのに役立ちます。

ECグローバルアカデミックチームでは、学生の年齢や国籍
による伸び率の違い、レベルや総コース期間による伸び
率の違い等、様々な側面からデータをしっかりと分析する
ことで、次にECが目指す英語教育の姿が見えてきます。

先生たちの長年の経験を大切に、それを支えるデータを
しっかりと活かしながら、ECの英語教育は日々発展して
います。
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5
キレイな学校
絶好のロケーション

人気の理由
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EC全校スタイリッシュな教室、明るい受付エリア、自然に人が集まる

学生ラウンジ。学校環境の全てが楽しい留学生活に直結しています

自習エリア 無料WiFi スマートボード図書室&エリア学生ラウンジ

全校共通施設
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EC留学生の1週間
たとえばロンドン校の場合

木曜日

月曜日

24
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月曜日-初登校
今日から通学開始。学校に行ったら本当にオレ
ンジ色のカーペットが敷かれていてびっくり！何
だかセレブになったような気分で少し照れくさいけ
ど、やっぱり嬉しかった。テストはオンラインテスト
をもう受けてあったので、簡単なスピーキングとラ
イティングのテストだけ。その分カフェでちょっと休
めたし楽で良かった。

オリエンテーションで、これからの勉強の仕方を
教えてもらったのは新鮮。その後のオリエンテーシ
ョンウォークは楽しかったし、役立つ情報がたくさ
ん得られた。少しずつだけど仲良くなれそうな人
にも会えて良かった。

火曜日-初授業＆観光
地下鉄に乗って通学。昨日まではマップを見て
ばかりで余裕が無かったけれど、今日はちょっとロ
ンドンっ子っぽく歩けてると良いんだけど。授業ら
しい授業は今日が初日。授業で英語ゲームを
したり、最初は「え、これでいいの？」と思ったけ
れど、色々な勉強方法があるんだと実感。先生
の言っていることが分からなくて困ったけれど、最
初はこんなものと思ってあきらめる(笑)。

放課後は1人で大英博物館に行ってみた。広く
てとても全部は見られなかったし、今度は頑張っ
て誰かを誘って行ってみる！

水曜日-無料授業&パブナイト
今朝はECでおすすめと言われていた、無料の
発音クリニックに参加。口の動かし方や喉の奥
の閉じ方(!?)を動画も見ながら練習。少しそれ
っぽく話せるようになった気がして嬉しい。

午後の授業の後は、ロンドン隠れ家パブツア
ー！ECのスタッフと一緒に行くパブは、自分た
ちだけでは分かりにくそうなパブで、地元の人っぽ
くて嬉しい。午後の授業は不便かと思っていた
けど、ミュージカル観劇とか夕方からのアクティビ
ティーに参加しやすいことに気づいた。

木曜日-みんなで観光
授業は相変わらず難しいけれど、もう難しいこと
に慣れた(笑)。先生の説明は分かりやすいし、
耳も少しずつ慣れて来た気がする。

放課後は寮で知り合った人たちと、ロンドン観
光に行ってみた。学校からはどこに行くのにも交
通の便が良い。途中みんなで入ったカフェの注
文ですら、英語の練習。ちょっとトンチンカンなや
り取りをしてしまって恥ずかしい…。みんなでカフ
ェにいると、いかにも外国に住んでいるという感じ
で嬉しい。もっとみんなの会話に入っていくのが
次の目標。

金曜日-卒業式参加
今日も午前は無料レッスンで、グラマー
Q&A。"a"と"the"の使い方を質問していた人
がいたので、私も参考になった。ECでは「間違
えることを応援」してくれるので(間違えてそれを
直した方が覚えるらしい)、授業中に話をするの
も怖くなくなってきた。

午後は学校のロビーで卒業式をやっていて、私
も見送る側として参加してみた。何だかみんな
嬉しそうというか、多分達成感があるのだと思
う。ただの学校の修了証と思っていたけれど、私
もああやってみんなの前で修了証をもらうのが
楽しみになってきた。

土曜日-週末ツアー
学校でケンブリッジ1日ツアーに申し込んで行
ってみた。クラスメートも参加していたので、ちょ
っとした遠足気分。お菓子を分け合ったり小学
生みたい？

ケンブリッジはとても可愛い、いかにもイギリスとい
う街並み。川下りや憧れの本場スコーンも試し
てみた。ロンドンとはまた違う魅力がいっぱいで、
イギリスも街によって全然違うんだと実感。もっ
と他の街にも行ってみたい。ツアー中にバスの近
くに座っていた人たちと英語でおしゃべり(っぽい
こと)もできたし満足。明日は復習をしながらゆ
っくり過ごそうと思う。

日曜日-明日に備えてゆっくり
当たり前だけれど、朝起きたらロンドンの寮の部屋
にいた。窓から見える普通の景色でさえも新鮮！

2週間ECバーチャルで勉強してきたけれど、明日
からいよいよ本番。バーチャルで同じクラスだった子
も明日からロンドン校に来るので、会えるのが楽し
み。
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ECのレベルアップ保証		 	 28

基本の英語コースと時間割	 	 30

スタンダード・ジェネラル英語	 33

セミインテンシブ・インテンシブ英語	(選択科目付)	 	 34

長期留学生のためのプログラム		 	 36

英語試験対策コース		 	 38

ビジネス英語		 	 40

フランス語&バイリンガルプログラム	 	 41

グローバルパスウェイプログラム	 	 42

インターンシップ＆ボランティア	 	 44

クラブ50	 	 45

英語＋お稽古留学	 	 45

大人の留学30+	 	 46

自分に合った
プログラムを見つけよう

言語は自分を表現するための強力なツールであると同時に、目の前にいつ現れて
もおかしくない、チャンスの扉を開くための道具でもあります。

海外への憧れ、新たな体験、大学進学、キャリアアップ&チェンジなど、みなさんにと
っての扉は様々な形で現れるはず。ECはみなさんが手に入れられるはずのチャンス
を逃すことのないよう、言語習得への道のりを最後までサポートします。
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ECのレベルアップ保証制度
充実のカリキュラムと学習サポートの証

ECでは今から10年以上前に、海外の語学学校ではいち早く「レベルアップ保証」を導入。以来積み重ねて来た
在校生の学習データとサポートの歴史から、ECのみなさんには下記の3つを守ることで、チャート通りのレベルアップ
が保証されます。

 ͚ 授業の96%以上に出席をすること
 ͚ 少なくとも週3回以上の宿題を提出し、平均で9/10点を取得すること
 ͚ 授業活動に積極的に参加し、参加度とモチベーション評価で平均9/10点を取得すること

・インテンシブコース受講生は10週間、セミインテンシブ受講生は12週間、スタンダード受講生は14週間で1レベルのレベルアップが可能です。
・レベルアップ保証はECのアメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、マルタ、南アフリカ校で適用されます。
*

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

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

上記のデータは、2019年から2020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
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ECの左記ページ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。

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。

途中レベル変更：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。

レベルテストとレベルアップ
学生の皆さんの英語の上達を保証するため、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。

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

ECの英語レベルとレベル分け

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。

レベルアップ保証の仕組み

進捗確認：全校共通で5週間に1度のレベルテストの結果は、ECオンラインのマ
イページに英語スキル別に可視化されて表示されます。この時点で問題点が分
かれば、10週間後に「もう遅かった」となることはありません。

学習カウンセリング：レベルテストの後には個人学習カウンセリングを受けることが
でき、レベルテストの結果弱点があれば、その時点でその克服方法についてのアド
バイスや課題が与えられます。

個人ラーニングプラン：チャート通りの伸びが見られない場合には、アカデミックス
タッフと相談の上、学生の個性に適した勉強スタイルや方法で英語力が伸ばせ
る、個人ラーニングプランが作成され、元の軌道に戻れるようにします。

しっかり授業に参加していても英語力が上がらない場合、その理由のほとんどは、「勉強の仕方を間違っている」ことにあります。その状態で留学期間だ
けを伸ばしても、効率的なレベルアップ＆レベル保証にはつながらないため、ECのレベルアップ保証は徹底した学習サポートが土台になっています。
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ECの基本の英語コース
英語上達のスタートはここから

スタンダード・ジェネラルコース
週20(16)レッスン=週15(16)時間

＜レッスン内訳&時間＞
統合スキル英語	-	週9(10)時間
発展スキル英語	-	週6(6)時間

インテンシブコース
週30(23)レッスン=週22.5(23)時間

＜レッスン内訳&時間＞
統合スキル英語	-	週9(10)時間
発展スキル英語	-	週6(6)時間
スキル特化クラス	-	週7.5(7)時間

セミインテンシブコース
週24(20)レッスン=週18(20)時間

＜レッスン内訳&時間＞
統合スキル英語	-	週9(10)時間
発展スキル英語	-	週6(6)時間
スキル特化クラス	-	週3(4)時間

統合スキル英語とは：英語の基本4技能(読む・聞く・書く・話す)を統合させて、クラスのみんなで使いながら学ぶ授業。発音や語彙力なども身につけ　
　　　　　　　　　　　　　		伸ばしていきます。

発展スキル英語とは：英語の基本4技能の内、特定のスキルを中心に学ぶ時間。	特定のスキルに集中することで頭を整理させて定着することができ　　
　　																							るので、より自然に普段の会話の中で大切なスキルが使えるようになります。

スキル特化クラスとは：ビジネス英語やライティング強化、英会話に自信をつけるためのクラスなど、それぞれのライフスタイルに合わせた分野の英語力を　
　　　　　　　　　　　　　　伸ばしていきます。

レッスンの流れのイメージ

レッスンの目標を把握
この授業で出来るようになることを先生と話し合
う。習ったことを実生活でどう生かせるか、様々な
場面を想像してみることが大切。このレッスンの目
標は、レストランでもっとスムーズに上手に注文が
できるよううになること。

英語の使い方について考えてみる
まず教科書会話例を聞いてみて、それについてク
ラスメートとペアで批評、感想を話し合う。食べ物
について使っている形容詞、メニューについて礼儀
正しく質問をしているか、スムーズに注文ができて
いるかなど。イントネーションや発音にも注意を。

自分にとっての「成功した会話」を考える
実際に会話を練習する前に、どういった会話が良
い会話となるのかを考える。会話の流れだけでな
く、自分は発音やイントネーションに集中したいか
もしれないし、ペアの人は正しく形容詞を使うこと
に集中したいかもしれず、それは自由。	

会話を練りながら練習
ペアで会話を練習しながら、お互いの発言にも注
意。それぞれに集中したかった部分(発音＆イント
ネーション、形容詞)について、お互いに感想や批
評のフィードバックを行い、その上で工夫を加えな
がらまた練習。

先生からのフィードバック
それぞれのペアやクラスでの会話について、先生
からフィードバックを受ける。このレッスンでの目標
と実際に学んだことをおさらいしながら、実際の生
活でどう使っていけるかを考える。「丁寧に質問
する」英語スキルなどは、レストラン以外でも使え
るはず！

実際の場面で使ってみる
せっかくなのでクラスメートと外食に行ったり、学校
のディナークラブに参加したり。習った英語表現や
形容詞などを駆使しながら注文をするのは照れく
さくもあり嬉しいもの。次の日のレッスンではその成
果をみんなに披露。

ステップ1 ステップ2

ステップ3 ステップ4

ステップ5 ステップ6

海外旅行や生活を楽しむため、仕事や就職に生かすため、海外で進学予定、視野を広げたいなど、ECで学ぶ学生たちの英語留学
の目標は様々。でも、最初に必要なのはあくまでも英語の4技能をバランスよく学び、使えるようにする基本の英語コースです。留学期
間や目的、留学中に望むライフスタイルなどに合わせて、まずは基本コースの中から「自分がどれだけ勉強したいか」を基準にコースを選
びましょう。

	注：(	)内の数字はオーストラリア＆ニュージーランド校の場合です

先生からの一方的な説明や練習問題、定型の会話をなぞるのではなく、自分たちでも考えながら
進行するECのレッスン。授業スタイルでも日本での今までの「当たり前」を忘れることが大切です。
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オーストラリア・ニュージーランド校

イギリス・アイルランド・マルタ・南アフリカ校

アメリカ・カナダ校

時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

昼のプログラム

8.30	–	9.30
統合スキル英語

統合スキル英語
統合スキル英語

統合スキル英語
スキル特化クラス (インテンシブ)

9.30	-	10.30 発展スキル英語 発展スキル英語

10.30	-	10.40 休み時間

10.40	–	11.40
統合スキル英語 発展スキル英語 統合スキル英語 発展スキル英語

スキル特化クラス (インテンシブ)

11.40	-	12.40

12.40	-	13.10 休み時間

13.10	–	14.10 スキル特化クラス
(セミインテンシブ&インテンシブ)

スキル特化クラス
(セミインテンシブ&インテンシブ)

スキル特化クラス
(セミインテンシブ&インテンシブ)

スキル特化クラス
(セミインテンシブ&インテンシブ)

夜のプログラム

16.30	–	17.30
統合スキル英語 発展スキル英語 統合スキル英語 発展スキル英語 統合スキル英語

17.30	-	18.30
18.30	-	19.00 休み時間

19.00	-	20.00
統合スキル英語 発展スキル英語 統合スキル英語 発展スキル英語 統合スキル英語

20.00	-	21.00

時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

9.00	-	10.30 統合スキル英語 統合スキル英語 統合スキル英語

10.30	-	10.45 休み時間

10.45	-	12.15 統合スキル英語 統合スキル英語 統合スキル英語

12.15	-	13.00 休み時間

13.00	-	14.30 スキル特化クラス (インテンシブ)

14.30	-	14.45 休み時間

14.45	-	16.15 発展スキル英語 発展スキル英語

16.15	-	16.30 休み時間

16.30	-	18.00 発展スキル英語 発展スキル英語

時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

9.00	-	10.30 統合スキル英語 発展スキル英語 統合スキル英語 発展スキル英語 統合スキル英語

10.30	-	10.45 休み時間

10.45	-	12.15 統合スキル英語 発展スキル英語 統合スキル英語 発展スキル英語 統合スキル英語

12.15	-	13.00 休み時間

13.00	-	14:30	
または

13:00	-	15:15

スキル特化クラス
(セミインテンシブ&インテンシブ) スキル特化クラス

(インテンシブ)

スキル特化クラス
(セミインテンシブ&インテンシブ) スキル特化クラス

(インテンシブ)

EC各校の国別時間割例
ECの時間割は受講する英語コースやレベル、学校規模、国や都市によって異なります。下記の時間割表を参考に、自分
の留学生活をイメージしてみましょう。細かい時間割は現地到着後に案内を受けて決まります。

午前と午後の授業の曜日が入れ替わること時間割もあります
アメリカ・カナダ等と類似の時間割が採用される場合があります

校舎によって細かい時間帯は異なります

ヨーロッパ・南アフリカ校と類似の時間割が採用される場合があります
校舎によって細かい時間帯は異なります

校舎によって細かい時間帯は異なります
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英語教師の資格を持った先生たちが熱心に教えてくれる授業
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カカカカカカカカ at EC カカカ

Build confidence in a fun relaxed atmosphere in オークランド

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

統合スキル英語 発展スキル英語 統合スキル英語 発展スキル英語 統合スキル英語

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)"

スタンダード・ジェネラル英語
ECの授業はこんな感じ
統合スキル英語と発展スキル英語の組み合わせで、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)

•	 週20レッスンの参考カリキュラム。週24レッスン、28/30レッスンの場合には20ペー
ジの選択科目-スキル特化レッスン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

 *レベルアップ保証はECのアメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、マルタ、南アフリカ校で適用されます



34

スタンダード・ジェネラル英語に加えて、自分の苦手克服に必要な科目や、留学の目的にあった英語スキルが学べるセミインテンシブ＆イ
ンテンシブ英語。「スピーキングが苦手」と思っていても、その原因は語彙力不足、文法力不足など人によって様々なので、学校のアカデミ
ックスタッフに相談しながら、その時の自分に合った科目を勉強するのが上達への近道。コース途中での科目変更も可能です。

セミインテンシブ&インテンシブ英語
選択科目-スキル特化レッスンで英語力を伸ばす

スキル特化レッスン 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 初 中 上

シティー体験英語 ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

ビジネス英語入門 ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

アカデミック英語 ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

自信のつくスピーキング ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

グローバル思考と理解 ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

コミュニケーションのための文法 ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

実生活で使えるリスニング ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

ボキャブラリーを広げる ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

自信のつくライティング ͚ ͚ ͚ ͚

リーディングとライティングの基礎 ͚ ͚ ͚

リーダーシップ英語 ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

英語資格試験スキル ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

オンラインコミュニケーション ͚ ͚ ͚ ͚

理解の深まる文法	(30+限定) ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

レベルの目安
初：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
上：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。

※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。

※レベルアップ保証はオーストラリア・ニュ
ージーランド校は対象外です。

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。

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。
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ビジネス英語入門
セミインテンシブまたはインテンシブコースを受講し、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、スキル特化クラスの1つの
ビジネス英語。

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で、ビジネス英語入門とし
ておすすめです。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びます。
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スタンダード・ジェネラル セミインテンシブ インテンシブ シティー体験英語 ビジネス英語入門

開講校 EC全校 アメリカ・カナダ・オーストラリア
ニュージーランド校 EC全校 ニューヨーク・トロント・バンクーバー

ロンドン・ブライトン・ケープタウン校

EC各校	(ワシントンDC・マンチェス
ター・オーストラリア・ニュージーラン
ド校を除く)

受講可能レベル 全レベル 全レベル 全レベル インターメディエイト以上 プレ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 ハイシーズンの毎週月曜日* 毎週月曜日

受講期間 1週間から 1週間から 1週間から 1週間から 1週間から

コース期間 10週間 10週間 10週間 最長5週間 最長10週間

週レッスン数
20レッスン
(オーストラリア・ニュージーランド校は
16レッスン)

24レッスン
(オーストラリア・ニュージーランド校は
20レッスン)

30レッスン
(オーストラリア・ニュージーランド校は
23レッスン)

ジェネラル英語20レッスン+
シティー体験英語4または10
レッスン

ジェネラル英語20レッスン+
ビジネス英語4または10レッスン	

週授業時間
15時間
(オーストラリア・ニュージーランド校
は16時間)

18時間
(オーストラリア・ニュージーランド校
は20時間)

22.5時間
(オーストラリア・ニュージーランド校
は23時間)

18または22.5時間 18または22.5時間

成績評価

コース開始時レベルテスト	
授業中の学習状況や課題を通じた
継続的な評価
5週間に一度の進捗度テスト
5週間に1度の学習面談と進捗
レポート
卒業テスト

コース開始時レベルテスト	
授業中の学習状況や課題を通じた
継続的な評価
5週間に一度の進捗度テスト
5週間に1度の学習面談と進捗
レポート
卒業テスト

コース開始時レベルテスト	
授業中の学習状況や課題を通じた
継続的な評価
5週間に一度の進捗度テスト
5週間に1度の学習面談と進捗
レポート
卒業テスト

コース開始時レベルテスト	
授業中の学習状況や課題を通じ
た継続的な評価
5週間に一度の進捗度テスト
5週間に1度の学習面談と進捗
レポート
卒業テスト

コース開始時レベルテスト	
授業中の学習状況や課題を通じ
た継続的な評価
5週間に一度の進捗度テスト
5週間に1度の学習面談と進捗
レポート
卒業テスト

授業形式 対面授業 対面授業 対面授業 対面授業 対面授業

授与されるもの コース修了証 コース修了証 コース修了証 コース修了証 コース修了証

Options will vary across EC schools, but there will always be classes to suit your level and interests.
EC English Australia Pty Ltd, Trading as EC English, ABN: 33627691696, CRICOS Provider Code: 03812F
General English (1 to 72 weeks); CRICOS Course Code: 0101428

EC English (New Zealand) Limited, Education organisation number: 6667, NZBN: 9429047108530
General Englsish (Beginner to Advanced (Training Scheme) (levels 1 to 6)

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
ます。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、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。

事前申し込み可能なスキル特化レッスン

基本コース一覧

事前申し込み可能なスキル特化レッスン

*ハイシーズン期間：6月14日-9月10日(ケープタウンは1月4日-3月26日)
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“	長期留学生は他のコースの学生に比べ
ても、モチベーションが高く、やる気のある
学生が多いです。将来のキャリアや、何ら
かの個人的な目標等、彼らの目指すゴー
ルはそれぞれですが、それに向けて彼らの
英語力が確実に上がるよう、実践的な方
法を駆使していますが、受け持っていて本
当に教え甲斐のあるクラスです。”

	トーマス・ロビンソン,	英語教師	

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オンラインで
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オンラインを用いてモ
ニターされています。

コースの流れ

WELCOME 

長期留学生のためのプログラム
アカデミックイヤーコース
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ECオンラインで進捗管理
5週間に1度のレベルテストはオンラインで行わ
れ、その結果はECオンラインのマイページにデー
タ、グラフ化されて記録に残されます。
自分の伸びが可視化されるので弱点や長所を
はっきりと把握でき、モチベーション維持に役立
ちます。

効率的な自習システム
レベルテストの結果とECオンラインは連動してお
り、テスト後のECオンラインには、テストで分かっ
た弱点を克服するのに適した問題が表示される
ようになります。

転校&2か国留学 -	世界で学ぼう
せっかくの長期留学、留学先を無理に1か所に
絞る必要はありません。世界8か国、24都市に
校舎のあるECでなら、将来につながる豊かな経
験が実現可能。またECは世界共通のカリキュ
ラムを採用しているので、転校先の学校でもス
ムーズに勉強が続けられます。

ホリデー制度 -	世界を体験しよう
留学を考えるみなさんなら、行ってみたい国や
町はたくさんあるはず。マルタ留学中にパリへ、ロ
ーマへ。またはニューヨーク留学中にロサンゼルス
へと、ECのホリデー制度を使えば、みなさんのそ
んな願いもかないます。

学習カウンセリング
長期留学中はモチベーションを維持しながら、
最後までしっかりと勉強を続けることが大切。長
期留学生用個人学習チュートリアルを通じて、
留学期間を通じてのゴール設定や、途中地点
での見直し、勉強方法アドバイス等を受けなが
ら、留学の目標を達成することができます。

コース変更制度
現地での英語の伸び具合によって、帰国後の
進路変更によって等、海外留学にコース変更
が必要になることはよくあります。試験対策コー
スや大学聴講など、カウンセリングを受けなが
ら、自分にあったコースに変更していきましょう。

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。

ECの長期留学はここが違う

アカデミックイヤー20 アカデミックイヤー24 アカデミックイヤー30 セミインテンシブ20・インテンシブ23

開講校 カナダ・イギリス・ダブリン・マルタ・ケープタウン校	 アメリカ・カナダ校 EC全校
(オーストラリア・ニュージーランド校を除く) オーストラリア・ニュージーランド校

受講可能レベル 全レベル 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		 毎週月曜日		

受講期間 24週間から 24週間から 24週間から 24週間から

コース期間 24週間以上 24	週間以上 24週間以上 24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	 20・23レッスン	

週授業時間 15時間 18時間 22.5時間 20・23時間

成績評価

コース開始時レベルテスト	
授業中の学習状況や課題を通じた継続的
な評価
5週間に一度の進捗度テスト
5週間に1度の学習面談と進捗レポート
卒業テスト

コース開始時レベルテスト	
授業中の学習状況や課題を通じた継続
的な評価
5週間に一度の進捗度テスト
5週間に1度の学習面談と進捗レポート
卒業テスト

コース開始時レベルテスト	
授業中の学習状況や課題を通じた継続
的な評価
5週間に一度の進捗度テスト
5週間に1度の学習面談と進捗レポート
卒業テスト

コース開始時レベルテスト	
授業中の学習状況や課題を通じた継続
的な評価
5週間に一度の進捗度テスト
5週間に1度の学習面談と進捗レポート
卒業テスト

授業形態 対面授業 対面授業 対面授業 対面授業

授与されるもの コース修了証 コース修了証 コース修了証 コース修了証

ECレベルアップ保証はオーストラリア・ニュージーランド校では対象となりません
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英語資格試験対策コース

“ECでは様々な種類の英語資格試験対策
コースがありますが、これらの試験はその結果
そのものに価値があるだけでなく、生徒の英
語力を上げるのにも役立っています。試験対
策コースを受講する生徒はモチベーションが高
く、クラスのみんなで同じ目標に向かって頑張
っているので、一教師としてもとても教え甲斐
があり、試験対策のクラスを受け持つのが大
好きです。”

	–	Aimee	Hanlon,	EC教師

履歴書に書ける英語力 - ケンブリッジ英検/IELTS/TOEFL/TOEIC

自己申告の英語力ではなく、根拠のある英語レベルを証明できる英語資格試験。進学や就職のために必要なスコアを取得するの
はもちろん、長期留学生の場合には、留学中モチベーション維持や、習った英語を改めて整理、しっかりと吸収して「使える英語」にす
るのにも役立ちます。

ECプレテスト
試験対策コースを受けるには、指定の英語力
が必要です。受講を希望するものの、自分の
英語力が試験対策に足りているか分からない
場合には、ECのプレテストを受けてレベル判定
ができます。
また長期留学の場合には、レベルが達した段
階で英語資格試験対策コースへの変更が可
能、それに伴う変更料などはありません(受講レ
ッスン数を増やす必要があり、そのための追加
費用が発生する場合があります)。

英語の底力をつける
資格試験合格のためには、まず英語の基礎力
向上が必須。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、高スコア獲得へ
の近道です。

ある程度の準備が出来たら、そこからは過去の出
題例や各試験の趣旨に合わせて、自分の英語
知識を再整理。「知っている英語」を「テストで正
解を出せる」英語に変換させながら、自信をつけ
ていきます。

試験思考とテクニックを身につける
資格試験合格や高得点取得には、それぞれの
試験に合わせた攻略方法や思考方法の習得
と、本当に必要な英語だけを見抜く取捨選択能
力が必要です。
ECの試験対策コースでは、これらの習得に役立
つ教材が慎重に選ばれ、さらにそれぞれの試験を
知り尽くした先生が、クラスのメンバーの弱点や長
所に合わせた教材や内容を臨機応変に用いて
授業が行われます。

自分の可能性を広げる
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EC English Australia Pty Ltd, Trading as EC English, ABN: 33627691696, CRICOS Provider Code: 03812F
Cambridge Exam Preparation (1 to 20 weeks); CRICOS Course Code: 0101427
IELTS Preparation (1 to 52 weeks); CRICOS Course Code: 0101429

EC English (New Zealand) Limited, Education organisation number: 6667, NZBN: 9429047108530

英語資格試験対策コース

開講校 左記一覧参照

受講可能レベル 上記一覧参照

コース開始日

118ページ一覧参照最短受講期間

コース期間

週レッスン数 オーストラリア校以外：10,20,24,30(各校ページ及び料金表参照)	
オーストラリア校：23

週授業時間数 オーストラリア校以外：7.5,	15,	18,	22.5時間		
オーストラリア校：23時間

成績評価

コース開始時レベルテスト	
授業中の学習状況や課題を通じた継続的な評価
5週間に一度の進捗度テスト
5週間に1度の学習面談と進捗レポート
卒業テスト

授業形式 対面授業

授与されるもの コース修了証

B2 ファースト 
[ケンブリッジFCE]
英語環境の職場や生活で、自分で英語コミュ
ニケーションが取れるレベルの英語スキルを証明
するテスト。	

受講可能レベル:
• 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 
[ケンブリッジCAE]
英語が共通語の国で学んだり働いたり、生活を
するのに支障のないレベルの英語スキルを証明す
るテスト。

受講可能レベル:
• 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
[ケンブリッジCPE]
どんな内容やテーマであっても、正確且つ流暢に
英語でコミュニケーションが取れるレベルの英語
力を証明するテスト。	

受講可能レベル:
• アドバンス

IELTS 
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE 
TESTING SYSTEM

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、移民条件英語力の判定にも使われています。

受講可能レベル:
• インターメディエイト

TOEFL 
TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN 
LANGUAGE

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

TOEIC 
TEST OF ENGLISH FOR 
INTERNATIONAL COMMUNICATION

TOEICテストは、アジア圏を中心に、一部ヨーロ
ッパや南米の国々、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

開講校

B2 C1 C2 IELTS TOEFL TOEIC

ボストン

サンディエゴ ͚ ͚

ロサンゼルス

マイアミ

ニューヨーク ͚

サンフランシスコ

ワシントン,DC

モントリオール ͚

トロント ͚ ͚ ͚

バンクーバー ͚ ͚ ͚ ͚

ロンドン ͚ ͚ ͚ ͚

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 ͚

ダブリン ͚ ͚ ͚

マルタ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

ケープタウン ͚ ͚ ͚

メルボルン ͚ ͚ ͚

シドニー ͚ ͚ ͚

ブリスベン ͚ ͚

ゴールドコースト ͚



40

仕事で英語を使うことになった場合を想定して作られたカリキュラム＆コース。ただの電話の受け答えや自己紹介の練習ではなく、様々
な場面で対応できる単語や英語表現の中で、ビジネスの場にふさわしいものを選んで学んでいきます。

ビジネス英語入門 (スキル特化クラス)
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。セミインテンシブまたはインテンシブコースを受講し、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。

ビジネス英語入門のクラスのカリキュラムは、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
られていて、ビジネス英語入門としておすすめ。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
を学んでいきます。	

開講校：EC全校

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

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。

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

ビジネス英語
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スタンダード・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

アカデミックイヤー
フランス語

英語＆フランス語
バイリンガルコース

対象レベル 全レベル 全レベル 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 毎週月曜日 毎週月曜日

コース期間 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

週レッスン数 20レッスン 24レッスン 30レッスン 20・24・30レッスン 24・30レッスン

週授業時間 15時間 18時間 22.5時間 15・18・22.5時間 18・22.5時間

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。

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。

料理＆グルメ体験プログラム
料理を習いながら英語コミュニケーション。地元スクールで料理やグルメ
体験プログラムを受講し、ワーホリの仕事に役立てる人も。

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。

フランス語&バイリンガルコース
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グローバル・パスウェイプログラム
海外大学・カレッジ進学/休学留学

カナダ

大学進学専門カウンセラー
ECカナダ校には、大学進学専門のカウンセラーが在籍。志望校、学科選
定から実際の出願まで、担当カウンセラーによるサポートが受けられます。
また志望校選定については、留学エージェントを通じての渡航前相談も可
能です。

パスウェイコース
アッパーインターメディエイト以上の英語力がついた後は、大学進学後に必
要な英語力の習得に集中。新しい単語や文型も、大学生活を基にしたシ
チュエーションで学びます。
また日本の高校生が日本の大学に入っても、最初の内はレポートの書き
方や、大量の論文の読み方などに戸惑うもの。日本の大学よりも「厳しい」
と言われている海外の大学での授業にしっかりとついていって単位を取るた
めには、海外の大学で必要な論理的な考え方やレポートの書き方、プレゼ
ンテーションの仕方等を入学前に学んでおくことが必須です。

IELTS/TOEFL免除
ECと提携のある大学では、外国人留学生に求められる英語スコアの提
出が免除され、ECでの英語レベル証明がその代わりとして認められてい
ます。スコア取得のための時間をパスウェイコースでの勉強に使うことで、「大
学に入るための英語」ではなく、「大学に入ってからの英語」を身につけるこ
とができます。

大学リサーチ
志望校を決める

英語コースための
ECの校舎を選ぶ

進学カウンセリング&
必要な英語力に到達

出願サポートで
大学入学

海外大学生活
立派に卒業！

1 2 3 4 5

アメリカ

留学前に入学許可が受けられる、条件付き入学制度
ECと提携のある大学やカレッジでは、EC留学後に規定の英語レベルに
達することを条件に、留学前に入学許可をもらうことができます。留学の
目的をはっきりとさせて留学生活を開始でき、また留学中に煩雑な入学
手続きを行う必要がないので、集中して英語の勉強が続けられます。

アカデミックスタッフによる進学サポート
留学開始後は、各校のアカデミックスタッフが進学をサポート。条件付き入
学ではなく、現地で志望校や学科を決めていくことも可能です。

IELTS/TOEFL免除
ECと提携のある大学では、英語スコアの提出が免除され、ECでの英語
レベル証明がその代わりとして認められています。

グローバル社会での活躍を目指したい、日本とは違う国で大学生活を送ってみたい等、様々な理由から海外での大学進学を目指す人
たちが増えてきています。ただし、英語のスコアさえあれば海外の大学でしっかりと勉強できるというわけではありません。ECのプログラムを通
じて「大学に入るための英語」ではなく、大学に入ってから必要になる英語力をしっかりと身につけ、同時にスコア免除の特典を受けて大学
に進学をするのがおすすめです。

大学パスウェイプログラム

開講校 トロント・バンクーバー校

受講可能レベル アッパーインターメディエイト以上

開講日 5週間に1回/119ページ一覧参照

最短受講期間 10週間

週レッスン数 24/30レッスン

週授業時間 18/22.5時間	

カレッジ＆大学進学サポートパスウェイプログラム

大学では文法力やライティングやリーディングのスキルも大切です
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オーストラリア 

アカデミック英語受講
オーストラリアでの大学進学を目指す学生の集まる、アカデミック英語プログ
ラムを受講しながら、希望の大学に向けて英語力アップ。新しい英語表現や
単語を勉強するための英語クラスの教材も、その背景はキャンパス生活だっ
たり、具体的な授業風景だったりするので、よりリアルに大学進学後の勉強
と生活に備えることができます。

IELTS/TOEFL免除
ECと提携のある大学では、英語スコアの提出が免除され、ECでの英語レ
ベル証明がその代わりとして認められています。

アカデミック英語 (EAP)

開講校 メルボルン・シドニー・ブリスベン校

受講可能レベル アッパーインターメディエイト

開講日 119ページ一覧参照

最短受講期間 10週間

コース期間 10/20/30週間

週レッスン数 23

週授業時間 23

レベル評価

コース開始時レベルテスト	
授業中の学習状況や課題を通じた継続的な評価
5週間に一度の進捗度テスト
5週間に1度の学習面談と進捗レポート
卒業テスト

授業形式 教師と対面で行われる授業

授与されるもの コース修了証

EC English Australia Pty Limited delivers English language courses on behalf of Study Group Australia Pty Limited 
trading as Embassy English, CRICOS Provider Code: 01682E.

English for Academic Purposes (Pre Intermediate to Advanced) (10 to 40 weeks): CRICOS Course Code 072049J

マルタ

大学休学生向けギャップイヤープログラム
ECマルタ校の英語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。期末テスト
をパスすれば、マルタ大学からの単位が受けられます(日本での認定は日本側大学
の規定によります)。	

受講スケジュール例 (EC英語コースの就学期間はスタートレベルによって変動します)

マルタ大学ギャップイヤー&進学サポート

プログラム日程 EC英語コース マルタ大学

大学前期コース 2021年4月-9月 2021年10月-2022年2月

大学後期コース 2021年９月-2022年1月 2022年2月-6月

必要英語力 インターメディエイト程度 アッパーインターメディエイト修了

その他受講資格 国内外を問わず4年制大学在籍生
マルタ大学での受講科目は在籍中の学科に関するものが基本

マルタ大学受講科目例
観光＆ホスピタリティー、国際ビジネス、コミュニケーション、
国際関係学、近代地中海学、ヨーロッパ＆グローバル史、

建築、経済、エンジニアリング等

アカデミック英語

ヨーロッパの国立大学でキャンパス体験

海外大学への入学ではなく、卒業をめざそう

マルタ大学進学サポート
日本での最終学歴に応じて大学ファウンデーション課程、正規進学への
進学サポートが可能です。
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インターンシップ
開講校 ケープタウン

ECと提携のある様々な会社や団体で、英語を使って
行うインターンシップ。

仕事は無給で行いますが、身につけた英語を仕事の
場で実践し、会社での習慣やコミュニケーションを体
験することができるので、留学を帰国後の就職や転
職に生かしたい人に適しています。

ファームステイ	

開講校 バンクーバー

英語を勉強してから、自然豊かなカナダの田舎で過
ごすファームステイ。

牧場やワイン用のブドウ畑、様々な野菜、フルーツな
どを扱う農場で、無給で作業をしながらファミリーと過
ごすユニークなプログラムです。

ボランティア
開講校 ケープタウン

英語を学び、それを地域社会に貢献しながら実践、
身につけたいという方向けのプログラム。ECケープタウ
ン校では、児童施設や動物保護団体などと協力をし
ながら、みなさんの希望やスキルに合ったプロジェクトを
一緒に探していきます。

普通の語学留学とはまた違った、より深い気付きや
経験も期待できる、英語学習＋ボランティアプログラ
ムです。

海外インターンシップ
海外ボランティア

インターンシップ ボランティア ファームステイ

必要英語レベル (コミュニケーション力を伴う) アッパーインターメディエイト以上 インターメディエイト以上 インターメディエイト以上

プログラム開始日 毎週月曜日 プロジェクトによって異なる 毎週月曜日

プログラム期間 4週間以上6か月まで ほとんどの場合2週間 2-4週間

英語コース期間 4	週間以上 2週間以上 1週間以上

受入最低年齢 18歳以上 18歳以上 19歳以上
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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 2021年5月3日-5月14日	
2021年9月27日-10月8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。

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。

お稽古留学 - 趣味を通じて英語を使おう
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&グルメ-	モントリオール
様々な国の料理からスイーツ、ワイン&フ
ードまで、好きなレッスンを組み合わせて
取れる料理&グルメ体験。食べ物を通
じた友だち作りや英語の実践におすす
めです。

語学コース期間：1週間以上	
料理レッスン：2セッション以上
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週間以上の滞在推奨)
英語レベル：初級以上
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大人の留学
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国籍割合

ニューヨーク  
30+

トロント  
30+

バンクーバー 
30+

ロンドン  
30+

ダブリン  
30+

マルタ  
30+

学校基本事項

教室数 8 8 5 8 4 7

平均クラス人数 12 13 14 11 12 10

最大クラス人数 15 - 15 12 15 12

学校定員 120 120 150 96 48 78

学生用コンピューター 2 12 23 6 4 4

受入最低年齢 30 30 30 30 30 30

開講コース

スタンダード・ジェネラル英語(20) ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

セミインテンシブ英語	(24) ͚ ͚ ͚ – – –

インテンシブ英語	(30) ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

ビジネス英語	(20) – – – ͚ – –

ビジネス英語入門	(20+4) ͚ ͚ – – – –

ビジネス英語入門	(20+10) ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

シティー体験英語	(20+4*/10) ͚ ͚ – ͚ ͚ –

個人レッスン ͚ ͚ ͚ ͚ – ͚

ビジネスミニグループ	(20,	30) – – – – – ͚

クラブ50+:	ミニグループ(20) – – – – – ͚

英語プラス ダンス – ファームステイ – – ダイビング

21% ブラジル 7% コロンビア
15% 日本 5% スペイン
10% 韓国 5% トルコ
7% フランス 30% その他 (37)

27% ブラジル 9% 韓国
14% メキシコ 3% フランス
13% コロンビア 3% チリ
10% 日本 21% その他 (41)

24% 韓国 7% コロンビア
22% ブラジル 4% メキシコ
14% スイス 3% トルコ
12% 日本 19% その他 (30)

14% ブラジル 6% トルコ

8%	サウジアラビア 6% スイス
8% 日本 6% フランス
7% イタリア 45% その他 (76)

19% ブラジル 6% フランス

18% イタリア 6% 日本
9% スペイン 6% ロシア
7% スイス 29% その他 (35)

22% ブラジル 6% ドイツ

13% コロンビア 5% イタリア
8% 日本 5% スイス
6% ロシア 35% その他 (74)

気の合う仲間たちと学べる
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。

幅広い参加者層
会社の休みを利用して留学をする人や、思いき
って仕事を辞めて憧れの長期留学を実現する
人。また親子留学の親御さんから、定年退職後
のご夫婦まで、30+受講生の背景は様々。

最も多いのは30代、平均年齢は40代前半で
すが、上は70代、80代の方々まで、幅広い層
の、多彩な国からの学生が、共に「大人の留学」
生活を満喫しています。

ニューヨーク 30+ トロント 30+ バンクーバー 30+

ロンドン 30+ ダブリン 30+ マルタ 30+

30+人気の理由

受講可能レベル

ジェネラル・スタンダード
セミ&インテンシブ英語 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

シティー体験英語 インターメディエイト以上

ビジネスミニグループ インターメディエイト以上

*20+4はトロント&ニューヨーク校のみ
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ECで勉強することになったきっかけは何です
か？
実は最初は留学はしたくなかったんです。父に
留学をすすめられましたが、自分が全く反対意
見で。慣れ親しんだ文化や家族、友だち、彼女
と離れるのは嫌だったし、要するに怖かったんだ
と思います。
最終的には、一度はそういう恐怖にも立ち向か
わないといけない、楽なだけの環境から自分を
引き離してみないといけないいうことに気づき、こ
んなチャンスを無駄にしてはいけない、という結
論に達しましたが、それまでにはとても時間がか
かりました。

外国で英語を勉強する、生活をすると決めて
からは、色々な行先のオプションを比べていまし
たが、マルタについては最初は考えてもいません
でした。
アメリカやカナダ、イギリス、アイルランドなどいろい
ろな場所の長所と短所、それから色々な学校
の特徴などを比べていったところ、最終的に落ち
着いた行き先がECのマルタ校だったんです。

結果的に今までの人生で一番の経験ができた
ので、アドバイスをくれたみんなに今は心から感
謝をしています。

イヴァン・アンドレス・パドロン・バッザレリ, 23歳, ベネズエラ出身

ECにやって来る学生は、それぞれの目標や夢、憧れを持って空港に降り立ちます。ですが、目標達成までの道のりは決して楽しいだけ、楽な道のりでは
ありません。でも、学生のみなさんが自分の目標を達成することが私たちECの目標達成でもあり、みなさんがECにいる間、私たちはみなさんへのサポー
トを惜しむことはありません。

このインタビューはECマルタ校で勉強したイヴァンが答えてくれたもので、彼の留学の動機から初級レベルからの留学経験、一番の思い出、彼にとっての
成功の意味などを、これから留学を考えるみなさんのために語ってくれました。

マルタでの留学は、私の人生を変える体験でした！

              
EC体験談
初級クラスから上級まで
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自分の目標は達成できたと思いますか？
もちろんです。でも最初来た時の英語力は本
当に全てのスキルにおいて低かったです。回りが
何を言っているか分からないし、言いたいことは
言えないし、とにかくコミュニケーションを取るのに
苦労しました。
学校でのスタートレベルはエレメンタリーで、約1
年後の今はプレアドバンスのクラスにいます。こ
こに至るまでのレベルを1つ1つパスしていくこと、
特に全ての英語スキルを伸ばしていくことは、決
して簡単なことではなかったです。
たくさん勉強しても上手くならず、こんなに頑張
っているのに成果が表れず、そういう自分自身
に心底がっかりし、嫌になってしまうことも何度も
ありました。
先生は私に、それは上達のプロセスの一部に
過ぎないんだということを理解させてくれ、そのお
陰であきらめることなく、とにかく頑張り続けるこ
とができ、多くのことを達成できました！
ECマルタ校での11カ月の留学で、ほとんどゼロ
に近かった私の英語力は、「英語が上手だね」
と褒められるレベルにまでに上がりました。周囲
の人たちが英語で話していることは普通に分か
るし、コミュニケーションもちゃんと取れます。そ
れから英語に対する「知識」もしっかり身につき
ました。
正直、英語力はもっと上げたいと思っています
が、それに必要なコツも、学校に通いながら身
につけられたので、私の英語はこれからももっと
上手になると信じています。

ECでコミュニケーションに自信をつける

ECでの一番の思い出は何ですか?
みんなに話したい良い思い出がたくさんあり過ぎ
て困りますが、どの思い出もここで出会った人た
ち、文化も精神も、信条も宗教も異なる、世
界中の様々な国からやって来た友だちに関係
しているのは間違いないです。
私たちは全く違う国から、時には正反対の国か
らやって来た学生同士ですが、お互いの価値
観を理解し、尊重し合いながら、1人の人間と
しての関係を築いていました。それぞれの国の
食べ物を一緒に食べ、一緒に出かけ、毎日一
緒に勉強をしながら、こういう友人たちと時を過
ごせたことは、本当に素晴らしいことです。

ケンブリッジ対策コースの勉強はどうでしたか?
このクラスでの勉強も、留学中の1番の経験の
1つです。授業の内容や進め方、勉強の仕方
など、今までの自分には想像が付かなかったや
り方でした。
またこのクラスで一緒に勉強した友人たちと
は、特に国や文化を超えて深い関係を築けま
した。

帰国後は何をする予定ですか？ECでの経験
は未来の目標達成に役立ちますか？
この後スペインに行ってビジネスマネージメントの
勉強をする予定ですが、その先の将来の自分
の目標やキャリアを考えた時、ECでの経験は間
違いなく役に立つと思います。

私がここで学んだのは単に英語だけではなかっ
たですから。
私は、自分がここで経験出来たことを本当に嬉
しく思っていますし、他の人たちもみんなここに来
て、私がしたような素晴らしい体験をする機会に
恵まれれば良いなと願っています。
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シドニーのホストファミリーで宿題中

              
留学中に暮らす場所
タイプ＆カテゴリー別に選べる
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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

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

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

滞在先の選び方
留学中の滞在先に、「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
習慣の異なる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。費用や学校からの距離
だけで選ぶのではなく、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
タイプの滞在先を選ぶのがコツです。

そのため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。

• 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歳程度のみな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。全ての年齢層のみな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+のみなさんにおすすめしたいカテゴリーです。

滞在先例
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。
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カカカカカカ カナダのヨーロッパ、モントリオール

モントリオール
ヨーロッパの歴史的魅力とアメリカの先進性、旧世界の文化と新世界のエンターテイメント。モントリオールはそんな新旧の文化の出
会うユニークな街です。「北米のパリ」と呼ばれる美しい街並みに囲まれたバイリンガル都市で、人々が英語やフランス語に囲まれな
がら自然に暮らす姿は、みなさんにきっと深い印象を与えるはず。英語留学、フランス語留学、バンリンガル留学のどれでも実現可
能です。

英語もフランス語も
勉強できる

コーヒー/
カプチーノ

ペットボトルの
水/炭酸飲料
(330ml)

ファストフードの
セットミール

お手頃な
レストランでの

食事

ジム月会費
(大人1名)

公共交通
(市内)

$2.50-
$4.50

$1.00-
$2.25

$8.00-
$12.00

$12.00-
$18.00

$13.00-
$60.00

$3.25	(片道);	
$85.00	
(マンスリーパス)

モントリオールの物価の目安　 ○ ECモントリオール校に通う学生の交通費、食べ物、交際費等を含む基本的な予算は、週CAD250ドルが目安です		

これらのコストは推定平均値に基くもので、事前通知なく変更になることがあります。出典:	www.numbeo.com/cost-of-living.
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22
教室

12
平均クラス学生数

290
学校定員

15
学生用コンピューター

15
受入最低年齢

学校基本情報
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22% ブラジル 9% 日本
18% コロンビア 6% スイス

13% メキシコ 3% フランス
9% 韓国 20% その他 (51)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ
“ECは街のメインショッピングストリートにあるので、何をする
のにも便利です。旧市街でのウォーキングやモン・ロイヤルで
のハイキング、ノッテルダム大聖堂など、歴史から自然まで、
訪れて欲しい場所はたくさんあります。

週末旅行でおすすめなのは、メイプルシロップツアーです。郊
外に出かけてメイプルシロップの伝統的な作り方を見学した
り、色々な食べ物にトライしたり、本当に楽しいです。

グルメ好きならクッキング教室にもぜひチャレンジしてくださ
い。みんなで楽しく料理を作ったり試食をながら、英語もフラ
ンス語もたくさん話せますよ!”	

	–	レニー,	学生サービスマネージャー

　　　　　　　　　　　　　　　　※実施アクティビティーは変更になる場合があります

		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

モントリオール・カナディアンズ
アイスホッケーホール中央駅

カナダ建築博物館
&センター

地下鉄駅を出てすぐ、建物内フードコートもある便利な立地

英語力もフランス語力も伸ばせる環境

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。

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しながら英語コミュニ
ケーション。

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
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)
ビジネス英語入門	(20+4)
英語/フランス語アカデミックイヤー	(20/24/30)
IELTS試験対策	(20+10)
英語/フランス語	個人レッスン

その他
料理＆グルメ体験レッスン
大学進学サポート
ジュニア進学コース(24)

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 
アパートホテル・スーペリア	
ルームステイ・スタンダード	
 	

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

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

キッチンエリア建物内カフェ

*英語のみ対象,	**英語フランス語共に対象


