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WELCOME TO EC
このパンフレットをご覧になる前に

ECのパンフレットは「動く＆飛び出すパンフレット」

ブリッパー/Blipparアプリをダウンロードして、パンフレット上にかざしてみてください。

動き出した写真やアイコンをクリックすると、コース紹介や学校のビデオが始まります。

表紙カバーにかざすと、ECアニメーションの後に

各種コースや授業の様子についての動画アイコンが選べます！

 
各校ページでは動き出した写真から、学校動画、グーグルマップを見たり、校内を自由に移動できます！

アプリを開く かざす 動き出す！
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各賞受賞校 
ECはスタディートラベル誌のグループ校部門で2016
年に最優秀賞を受賞、また過去にはイノベーション
最優秀賞を受賞しています。また合わせてイギリス
では2016年にカスタマーサービス賞にノミネートさ
れています。
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学生中心主義 
学生満足度を高めるために 	
ECには世界各国の校舎に共通した高い学生サービスを提供するため
の専門スタッフがいて、各校の学生満足度をモニターしています。その
ためEC各校には学生サービスマネージャーを配置、在校生のみなさん
が有意義な留学生活が送れるよう、様々な観点から、細心の注意を払
っています。	

アンケート調査と即時対応 
ECはサトメトリックス・ネット・プロモーター・システム(Satmetrix's	Net	
Promoter	system	)という、顧客満足度を測るためのシステムを用いて
いる唯一の語学学校です。このシステムは、アップルやVirgin等の世界
一流の企業でも用いられ、彼らの顧客満足度アップに貢献しています。
このシステムを通じ、ECでは学生のみなさんから授業や先生、滞在先、
学校アクティビティー、生活一般に到るまで様々な意見を受付け、何か
問題点が見つかった際には即時に対応できる体制を整えています。

学習効果主義 	
専門チームによるカリキュラム開発 
時代が変われば留学生の勉強の目的や方法も変わるもの。ECのカリキュラ
ム開発チームは、常に学生のみなさんからの感想や意見を聞きながら、オ
リジナルのカリキュラムを開発、発展させ続けています。また学習の効果は
必ず「目に見える」形になるよう工夫を凝らしています。	

新たなニーズに応える独自のプログラム&コース 
学生のみなさんのニーズ調査をしていると、既存のコース、一般的なコース
では対応の出来ないニーズに直面することがあり、またそのニーズが増え
て来ていることに気付かされます。

ECのグローバル人材育成プログラム、シティー体験英語、30+プログラム
は、そういった新しい時代の、新しいニーズに応えるために作られたECなら
ではのプログラム。『常に前へ』のECの精神を体現する、人気のプログラム
に成長しています。

私たちは、
皆さんの学ぶ学校は、
こんな学校です

EC イノベーション
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著名アスリート、アーサー・アッシュの言葉、		
 “成功は旅路にあるもの、行き先のことではない” 

	私たちは地中海の小さな島国で誕生後、世界5カ国に広がる学校に成長しました。
でもここに留まることはなく、これからも留学生一人ひとりの声を聞き、学び、

さらに向上しながら次の行き先を目指したいと考えています。

留学を考える皆さんの夢にも必ずその先があり、その次の夢はさらに大きくなれるはず。

"留学生たちのグローバルコミュニティーでの成功のために"
"Helping	students	succeed	in	a	global	community"

ECは皆さんの夢の実現のために、またその次の行き先のために
常に前を見ながら、先へ先へと進んで行きます。	

ECの各分野のスペシャリスト達が、留学生一人ひとりの語学習得状況を観察、調査、研究し続けることで、
私たちは常に言語教育の第一人者でいられる様、日々努力と工夫を続けています。

テクノロジーの活用	
ECオンライン&オックスフォード大学出版との提携 
コンピューターやインターネットはもちろん、スマートフォンやタブレット
の利用が一般化した現代では、英語教育、学習のあり方も変わって当然。
現代のテクノロジーを言語習得に最大限に生かすため、ECオンラインは
開発されました。

またECはオックスフォード大学出版実施のオンラインテストを導入してい
る唯一の英語学校で、世界のトップ大学の認める英語レベル判定が、オン
ラインで可能になっています。

教育テクノロジー	
ECには教育テクノロジーの専門家が、現場の先生やカリキュラム執筆者
と共に、システムを開発しています。またスマートボード(電子黒板)の利用
と合わせ、効果的且つ楽しい言語習得を可能にしています。

チャレンジ精神	
言語教育界でのリーダーシップ	
今日のグローバル化された社会では、英語教育においてもより大きなスケー
ルでの発想、既存の枠組みを超えた発想が常に必要になってきます。

ECは世界規模での言語教育フォーラムに積極的に参加、またリーダー的な役
割を果たしています。

次を見すえたプログラム開発	
ECに今あるプログラムは、こういった研究やニーズ調査によって作り出された
プログラムですが、ECでは更に来年、5年後、10年後を見すえた研究とプログ
ラム開発を行い続けています。そこは言わば言語教育の実験室。ボストンに拠
点を置く研究チームが、今日も日々実験を続けています。

そんな私たちが今取り組んでいるのが、言語教育の「ハイブリッド化」。現代人
の生活スタイルや社会基盤の変化に応じた、新しい留学&言語習得方法を研
究、開発中です。
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私たちは、留学を決心し、ECに通うこ
とになったみなさんを、心から歓迎
したいと思っています。そんな私たち
の気持ちを象徴するのが、学校初日
の入り口に敷かれたオレンジカーペッ
ト。学生一人ひとりを大切にしたいと
思う、ECの気持ちです。

ECのオレンジカーペットプロジェクトは、語学学校とい
う分野に新しい学生サービスの概念の打ち立てたと
いう点を評価され、イギリスの「カスタマーサービス賞
2016」にノミネートされています。

オンライン学習が
無料で始められる
日本で申込み後すぐ 
留学を決めてから、実際にECに来る
までの時間も、有意義に過ごして欲
しい。そんな思いから、ECのオンラ
インシステムは、みなさんがECに申
し込んでから、すぐに利用できるよ
うにしました。単語力をつけたり、文
法整理をしたり、発音練習をしたり、
スマートフォンやタブレットを利用
しながら、少しでも空いた時間を有
効に活用することができます。

一人ひとりに届く
個人あて招待状 
滞在先＆空港到着時 
みなさんの滞在するホームステイ
先や学校寮には、新入生一人ひと
り宛に招待状（ウェルカムレター）
が届けられています。またホストフ
ァミリーや学校寮のウェルカムス
タッフには、分からないことや困っ
たことは遠慮なく聞いてみることが
できます。

さっそく友だちを作ろう
日曜ウェルカムイベント 
サンデーアクティビティー
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。

ECオレンジカーペット
プロジェクト
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一人ひとりのニーズに
こたえるための 
カスタムメイド学習 
留学で一番大切なのは、やっぱり語
学力の向上。ただし皆さん一人ひと
りに個性がある様に、また一人ひと
りの留学の目的が異なれば、学習
方法にも違いがあって当たり前。EC
では皆さんにあった学習目標を共
に設定、またそれにあった学習プラ
ンを提案します。

オックスフォード大学出版
からの成績証明書
第三者機関からの証明
ECのコース前レベルチェック、卒業
時の最終レベルチェックは、オック
スフォード大学出版によるオンライ
ンテストによって行われます。英語
力の伸びが明確に表記された、オッ
クスフォード大学出版からの成績証
明書が発行されるので、第３者機
関による、客観的な評価、また証明
が可能です。

帰国後に備えるための
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。

みんなの「頑張った」を
祝福しよう 
卒業イベント
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。

トロント校30+ラウンジに用意されたオレンジカーペット

ECサンディエゴ校での卒業式風景

到着週末のウェルカムイベント

成功と努力を祝福
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スタイリッシュな教室  
コミュニケーションの取りやすいデスク配置、その街や国の特徴がデザ
イン化された壁紙。みなさんの「やる気」を引き出す教室です。

スマートボード（電子黒板）  
映像や音声が直接利用できるスマートボードで、英語の理解もスピー
ドアップ。より臨場感のある授業が体験できます。

図書室  
英語学習者向けの読み物や字幕付きDVD、参考書を利用して自習時間
も充実。特に英語の本の多読は英語力アップにおすすめです！

楽しい学生ラウンジ  
休み時間のちょっとした息抜きに、またランチの時間などに賑わう学生
ラウンジは、第二、第三の教室でもあります。

自習エリア  
今日の勉強内容を復習したり、宿題をしたり、本を読んだり。気づいたら自
習仲間同士で仲良くなっていることも。

つながるWIFIゾーン  
ECの校舎内では無料WiFiが利用可能。日本との連絡だけでなく、WhatsApp
等のアプリやFacebookを通じての、在校生同士の交流も盛んです。

みんなのためのフロントデスク  
フレンドリーで優しいスタッフが、皆さんの疑問や質問に答える受付エリ
ア。EC学生サポートのメインエリアです。	

街いちばんの好立地  
ECの校舎を一歩出ると、そこはその街いちばんの好立地。クラスメートと話
題のカフェに気軽に出かけたり、歩いてビーチに向かったりできます。

キレイな学校 
最先端の教育設備
ECの校舎はどこもスタイリッシュでキレイ。「英語学校」のイメージを覆す
デザインと最新の教育設備で、みなさんの憧れの留学生活を応援します。

ケープタウン校フロントデスク
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サンディエゴ校のシービューテラス

全教室設置の電子黒板

明るく広々としたバンクーバー校教室

フロントデスク前のマンチェスター学生ラウンジ

リラックスして過ごせるニューヨーク30+のラウンジ
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結果を出すための
総合プログラム
ECの留学では、授業や宿題はもちろん、
学校イベントや無料ワークショップ、EC
オンラインによるオンライン学習等、さ
まざまなツールや機会を利用しながら、
みなさんに必要な英語スキルを伸ばす
ことができます。

だから話せる、身につく 
ECの教育システム

分かりやすい
レベル別目標設定
ECの各レベルでは、そのレベルに必
要な英語のスキルが明確に提示され
ています。ただ「初級」「中級」といっ
た感覚ではなく、「自分はこれが出来
る、出来るようになる」といった自覚
が大切です。

To be able to 
express certainty, 
probability and 

doubt

綿密に組立てられた
カリキュラム
国際基準の英語レベル設定に合わ
せて組み立てられたECのカリキュ
ラム。英語の基本をしっかりと押さ
えながら、スピーキング力につなげ
るための工夫が凝らされています。

upper intermediate level

基本カリキュラム

オックスフォード校での授業風景
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オックスフォード校での授業風景

ECアカデミックチーム
ECの教育方針を固め、またそれを具体的に実現さ
せるため、ECには本部アカデミックチームが置か
れています。

 ̬ 言語教育研究者

 ̬ 教材執筆者

 ̬ 教育テクノロジー研究者

そこに現場の先生たちが加わって、世界中からの
留学生たちがいかに早く、確実に英語力を高めら
れるかを研究し続けています。	またECアカデミック
チーム開催による「英語教育カンファレンス」も、世
界各地で行われています。

ECでの授業はただの英会話、おしゃべりではありま
せん。言語学や教育心理学、教育テクノロジーを土台
とした教育方針、綿密に組み立てられたカリキュラム
を用いて、みなさんの英語力を向上させて行きます。

カスタムメイド学習

コンピューターテストの
正確なレベル判定
みなさんの進度はそのレベルで
設定された目標と照らし合わせ
て1つ1つ正確に評価、判定され
ます。またテスト結果はコンピュ
ーター上に表示されるので、い
つでも確認可能です。

弱点に合わせた
自習ガイドライン
テスト結果が分かったら、間違
えてしまった部分を復習し、次は
間違えないようにするための教
材や練習問題が、ECオンライン
のマイページ上に表示、リンクさ
れます。

先生からのコメントと
学習アドバイス
コンピューターによる評価と合
わせて、またはそれ以上に大事
なのが、先生からの直接の評価
とアドバイス。みなさんの勉強の
様子なども見ながらの「人間的
な」アドバイスが受けられます。

ECオンラインを使って自分の上達状況をチェック

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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ECのレベル設定は、CEFRと呼ばれるヨーロッパ/イギリス統一基準に基づいて設
定されているため、対外的にも分かりやすい客観的なレベル確認が可能です。

ECのレベル分けの仕組み 
英語力向上保証

プロフィシエンシー
ほぼネー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
や流暢さには問題が残る。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
日常会話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もの、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、ゆっくり話せる会話であれば、ほぼこなせ
る。道で簡単な方向などを説明したり、質問したりで
きるレベル

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
カフェでのオーダー程度が可能なレベル

レッスン週 レッスン週 レッスン週
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レベル分け	
まずはECオンラインのレベルテストを受け
て、自分の英語力をチェック。実際の留学まで
の時間も使って、オンライン学習ができるの
で、今まで学校で習った英語の知識を思い出
し、また英語を英語で学ぶ勉強方法にもなれ
ておくことができます。	

学校が始まったら、スピーキングとライティン
グのチェックを受けて、実際に入るクラスが決
まります。最初の間はリスニングやスピーキン
グでつまづくこともありますが、数日間は海外
での授業に慣れることに重点を置き、様子を
見てみることをおすすめします。

ECの英語力向上保証 
ECの保証内容はとてもシンプル	

ECで週30レッスンの授業を受講した場
合、ECでは下記のチャートのように英語力を
伸ばせることを保証します。万が一この通り
に伸びていない場合には、ECではきめ細か
なカウンセリングを通じて、必要なレベルに
達するまでサポートを続けます。そのために
生じる追加費用は一切ありません。

みなさんがするべきことは下記の3つのみ	

•	 英語を学ぶ意志をしっかりと持つこと
•	 全授業に出席すること	
•	 宿題とテストを必ず提出すること　　

　　　　

レベルアップ	
ECのレベルテストは6週間に1回行われま
す。クラス単位ではなく各自学校のPCを利
用して行うので、授業時間が削られたり、入
ってすぐにテストのタイミングになってし
まうこともありません。	

上のレベルに上がれるかどうかは、テスト
結果と、授業中のスピーキング、授業への
参加度や提出物等、先生の総合判断によっ
て決まります。

もしもテスト後すぐに上のクラスに上がれ
なかった場合、先生の推薦があれば、次の
6週間後を待たずに再テストを受け、上の
クラスに上がれる場合もあります。

プロフィシエンシー
ほぼネー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
や流暢さには問題が残る。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
日常会話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もの、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、ゆっくり話せる会話であれば、ほぼこなせ
る。道で簡単な方向などを説明したり、質問したりで
きるレベル

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
カフェでのオーダー程度が可能なレベル

レッスン週 レッスン週 レッスン週

オックスフォード大学出版テストによるレベル判定
ECでのレベル判定は、第三者機関であるオックスフォード大学出版のオ
ンラインテスト結果を基準としているので、「この学校だけの基準」や　

「先生の感覚」の介入を許さない、客観的なレベル判定が可能です。

また同テストの導入後、ECでは全校生のレベル進捗度をコンピューター
システムによって追跡調査、モニターできるようになりました。外国人留
学生にとってつまづきやすいレベルは？母国語による違いは？受講コー
スによる違いは？期間による違いは？等々、先生たちの「長年の経験と
勘」だけに頼ることなく、科学的な根拠に基づいたデータの蓄積を行っ
ています。

またそのデータを基に、さらなるカリキュラムの改訂、新設選択科目の設
定等、「もっと早く上手になれる」「もっとしっかり学べる」方法を模索、実
現に移しています。

長年多くの留学生の支持を受けて来た『ECの英語力向上保証』は、教育
テクノロジーのバックアップを受けて、さらにパワーアップしています。

※ECの英語力保証のレベルあたりの週数設定は、CEFRに基づいた
				標準的週数を基準としています
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誰でも参加できる
無料英語授業

「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追加授業が無料で受けられます。スケジュールは現地到着後、学校の
掲示板やECオンラインを通じて確認、またお申し込みも学校で簡単にできます。

V  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
話クラス。飲み物を片手に、気軽に参加してみ
ましょう。

V  英語スキルクリニック		
   
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。

V  映画クラブ		
        
英語らしい自然な表現に慣れ、リスニング力
アップにも効果的な英語で映画鑑賞。みんな
で見て、感想などを話し合う映画クラブなら、
スピーキングアップにもつながる一石二鳥
の楽しむ授業です。

EC全校で共通＆人気の無料授業 	

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。	

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。

各校オリジナルの無料授業	
共通授業以外にも、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。

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。

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。

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。

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！
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今日始まる留学	
ECオンライン

ECオンラインはお申し込み手続き完了後すぐから、帰国3ヵ月後まで無
料で利用可能。留学前の準備や留学中のスケジュール確認、また帰国後
の英語力維持にも役立つ総合英語学習オンラインシステムです。

V  留学前の無料事前学習	
					
"出発までどんな準備をしておけばいい?"‘英会
話教室にも行きたいけれど、時間とお金が…"そ
んなみなさんのための、ECの事前オンライン学
習システム。ECへのお申し込み手続き後すぐ、ま
たスマートフォンやタブレットを使って勉強でき
るので、空いた時間を使って少しずつ留学準備
を始めることができます。

V  留学中の学習管理		
   
レベルテストの案内や、テスト結果、それに対
するアドバイスなども全てECオンラインに記
録されて、いつでも確認可能。また学校イベン
トやアクティビティー情報も、ここで確認でき
ます。

V  帰国後の継続学習		
        
せっかく身につけた英語を忘れないために
も、帰国後の勉強継続はとても大切。留学
前、留学中に利用したECオンラインは、帰国
後も3ヶ月間無料で利用可能です。

ECオンラインで出来ること 	

英語表現、読み物等、様々な分野のオンライン学習 発音練習機能も充実

学校イベント確認や申し込みも

EC EXPERIENCE
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１時間目 08:30-10:00 トピック制総合学習
（コミュニカティブメソッド）

英語コミュニケーション
- 4レッスン-

自由時間
・無料ワークショップ

・アクティビティー

トピック制総合学習
（コミュニカティブメソッド）

英語コミュニケーション
- 4レッスン-

自由時間
・無料ワークショップ

・アクティビティー

トピック制総合学習
（コミュニカティブメソッド）

英語コミュニケーション
- 4レッスン-

休み時間 10:00-10:15

２時間目 10:15-11:45

昼休み 11:45-12:30 ランチタイム

３時間目 12:30-14:00 選択科目
-2レッスン-

選択科目
-2レッスン-

選択科目
-2レッスン-

選択科目
-2レッスン-

選択科目
-2レッスン-休み時間 14:00-14:15

４時間目 14:15-15:45
自由時間

・無料ワークショップ
・アクティビティー

スキル別トレーニング
スピーキング・
ライティング等

-4レッスン-

自由時間
・無料ワークショップ

・アクティビティー

スキル別トレーニング
スピーキング・
ライティング等

-4レッスン-

自由時間
・無料ワークショップ

・アクティビティー
休み時間 15:45-16:00

5時間目 16:00-17:30

自由時間 / アクティビティー

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
(オンキャンパス校を除く)

ECアメリカ・カナダ全校
(オンキャンパス校を除く)

EC全校
(オンキャンパス校を除く)

受講可能レベル 全レベル 全レベル 全レベル

開始日 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

上記時間割表中、ECコミュニカティブメソッド
採用のトピック制総合学習&英語コミュニケー
ションと、スキル別トレーニングの授業のみ受
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方
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。

週20レッスンの授業に加え、スピーキング強
化、ビジネス英語、音楽&映画を通じて学ぶ英
語等、自分の弱点克服や興味のある分野に応
じて勉強するコース。1コマ90分の授業を毎日
3コマ受講します。

さらにECの無料英語授業を受講すれば、朝か
ら夕方まで英語漬けの留学生活が送れます。

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授業を、1週間に2回のみ
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。

しっかり勉強したい
集中したい分野がある

勉強も遊びも
バランスよく過ごしたい

観光&ホリデー重視
自由時間が豊富に欲しい

週20レッスン受講コース
一般英語・ジェネラル20

週30レッスン受講コース
一般英語・インテンシブ30

週24レッスン受講コース
一般英語・セミインテンシブ24

※授業が毎日午前中開始の場合、また月・水・金曜日が午後の授業、火・木が午後の授業の場合もあります。また細かい時間割は各校で異なるので、詳細は別途お問い合わせください。

EC時間割表一例

留学の目的別に選ぶ 
ECの基本英語コース 
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＋スキル別トレーニング
週に2日のスキル別トレーニングの日には、その週のトピック
にも関連して、スピーキング、リスニング、ライティング、リーディ
ングのスキル別に、目標を定めたトレーニングが行われます

トレーニング目標例 (プレインターメディエイトレベル)

スピーキング：頻度を表す熟語を使って話す、感情を表現する、情報を伝
　                          える、誘う・断る・受け入れる・提案する　等
リスニング：    短い会話を聞き取る、要点をつかむ、アナウンスを聞き
                              取る   等
ライティング： 短い文章で分かりやすく書く、情報を求めるメールを書く、
                              誘う・断るを丁寧に書く　等
リーディング：ヘッドラインやサブタイトルを見て、本文の予想をする、
                             時刻表・パンフレットなどの情報を素早く読み取る 等

話せるようになるための授業
 ECのコミュニカティブ・メソッドとは？

「あなたの一番思い出に
残っている旅行は？」等、
クラスで旅行に関するおし
ゃべり（実はウォーミング
アップ）

「貧乏旅行」、旅の持
ち物など、旅行に関する
単語をクイズなども交え
て学ぶ

旅行について話してい
る放送の内容をリスニ
ング。実は習ったばか
りの単語を多用

聞いた内容についての質
問に、隣の人と相談しなが
ら回答、答え合わせ。実は
今日大事な文法、表現が使
われている

「どんなタイプの旅行が好き？」
「旅行に行く前にその国の言葉
を習う？どうして？」など、質問＆
答えの会話。stop to visit or stop 
visiting? 正しい方を選んで話そう

今日の大事な文
法。I love to walk 
or I love walking?
の説明、練習問題

こんな流れで、トラベルというトピックを使って学べること、話せることは尽きません。
他にも方向やそれを説明するための表現を学び、地図を見ながらロールプレー、交通手段の
名前やそれに使うための動詞を習った後、クラスメートと自分の国で一般的な交通手段の話
をするなど、インプットとアウトプットを繰り返して、しっかりと英語を自分のものに、また楽しく
授業は展開して行きます。

ECの授業は、やみくもにお喋りをするだけの会話の授業でもなければ、文法、読解、会
話、リスニングと時間を区切って勉強する授業でもありません。様々なトピックとコミュ
ニカティブ・メソッドを用い、「ちゃんと」英語を話せるようにするのが、ECの授業です。

例えば「トラベル」というトピックの場合（プレインターメディエイトレベル）

今日のサブトピックは「旅行のコツ」なので…

よく～する、めった
い～ないなど、頻
度を表す単語・表
現を出し合う

出てきた表現をテキストで
も整理。その表現を加え
て、となりの人の好きな旅
行について、「旅のコツ」の
アドバイスをし合ってみる

インプット/知識
アウトプット/会話

その他のトピック例
トピック制総合学習で用いられる話題は多種多様。様々な分野を話題に授業を進める中で、どんな話題にもついて行ける
語彙力や表現力と「英語で考える力」が身につきます。

トピック例 (プレインターメディエイトレベル) コミュニティー、成功、感情、アイデンティティー、仕事、歴史、世界、コンタクト、物語　等々

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



18

その街や文化に興味を持って留学先
を選ぶ人は多いもの。それなら大々
的に授業で扱ってみんなで見に行こ
う！というコンセプトの授業。行動派
のみなさんにおすすめです。

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、週の数時間は実際にそ
のテーマに則した箇所を訪れます。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。他にもスポーツについて学ん
だ後に、スタジアム見学をするなど、テーマに
は尽きません。

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
入門としてもおすすめです。

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、テクニックを学ぶカリキ
ュラムです。	

具体的なテーマやシチュエーションは、「通勤」
「上司と部下の関係」「交渉力」「プロジェクト
推進力」「予算」「朝型か夜型か」など様々で、
その中で同時に、「角を立てずに自分の主張
を通す」「AとBの対立を上手く収める」「受け
入れられやすいクレームを入れる」等、実社会
で役立つ、ビジネス英語的表現を数多く学ん
で行きます。

英語圏の国での大学進学を目指す学
生、国内でも英語で行われる授業の
ある学生のためのコース。実際に大
学の授業に付いて行くために必要な
英語表現、スキルなどを学びます。

週30レッスンの授業のうち、10レッスンは大学
進学や英語圏の大学で学ぶために必要な英
語力を身に付けるためのカリキュラムを用い
て英語を学びます。

ただ英会話ができるだけ、TOEFLのスコアがあ
るだけでは付いていけないのが、大学の授業。
英文レポートの書き方、講義の受け方＆メモ
の取り方、大学レベルでのプレゼンテーション
の構成や話し方など、事前に身に付けておくべ
き英語力は多いものです。

 週24/30レッスン受講生のための

海外体験&生活 キャリア&ビジネス 大学&資格試験

少しでもビジネス英語の勉強を
しておきたい人向け

海外大学留学や、英語での授業
に使える英語を学びたい人向け

外国人の友だちと、英語を話しな
がらお出かけしたい人向け

シティー体験英語コース
- English in the City- 

ビジネス英語入門コース
- English for Work - 

アカデミック英語コース
- Academic English - 

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 EC全校
(オンキャンパス校を除く)

EC全校
(オンキャンパス校を除く)

ボストン、サンディエゴ、ロサンゼルス
トロント、バンクーバー

受講可能レベル 全レベル プレインターメディエイト インターメディエイト

開始日 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
(一般英語20+シティー10)

30レッスン
(一般英語20+ビジネス10)

30レッスン
(一般英語20+アカデミック10)

週授業時間 22.5時間 22.5時間 22.5時間

留学の目的別に選ぶ 
おすすめ選択科目付きコース
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スピーキング
ゲットトーキング / GET TALKING
スピーキングの上達に欠かせないのが、とにかく場数を踏むこと。クラス
で、ペアで、グループで、様々なテーマや課題を囲みながら、スピーキングに
対する自信を身につけていきます。

対象レベル:	全レベル

リスニング
リッスンアップ / LISTEN UP! 
様々な場面での英語を聞きながら、英語の響きに慣れ、瞬時に理解できる
よう訓練。またリスニングを通じて単語力も高めることができます。

対象レベル：プレインターメディエイト~インターメディエイト

ライティング
基礎リーディング&ライティング / BASIC READING & WRITING 
言語習得の根源にあるのは、「物まね」。読んだ文章を要約したり、読んだ内
容について書いたりする中で、きれいな英語の基本が身につきます。

対象レベル：ビギナー~エレメンタリー

ライティング / WRITE NOW
伝える相手や状況に応じて、それに適した英語を書けるようにする授業。感
謝のメール、状況報告のためのレポート等、英語でも使う単語や表現はそ
れぞれ異なるものです。

対象レベル：プレインターメディエイト~インターメディエイト

クリエイティブライティング / CREATIVE WRITING  
自分の考えを、英語方式でしっかりと順序立てて説明する、より的確な、また
は気持ちの伝わる語彙を選ぶ等、文章表現というのは奥の深いもの。英語
ライティングの達人を目指してください。

対象：アッパーインターメディエイト~プレアドバンス

趣味
音楽で学ぶ言語 / LANGUAGE THROUGH MUSIC
様々なタイプの音楽を聴き、そこに使われている言語や、背景になる文化、
歴史的背景などを学んでディスカッション。

対象レベル:アッパーインターメディエイト～プロフィシエンシー

映画で学ぶ英語 / FILM STUDIS
映画を見てからの英語での評論。その映画の持つメッセージを考え、感想
を話し合い、その映画に対する自分の意見などをしっかりと表現します。

対象レベル:アドバンス～プロフィシエンシー

左ページの選択科目以外にも、「それでもやっぱり会話が苦手」「せっかく習った文法が使えていない」「大好きな映画を通
じて英語を勉強したい」等、ECには学生１人１人のニーズに応えられる選択科目が豊富。コミュニカティブメソッドを使っ
た総合学習的アプローチと選択科目の良さを組み合わせた、バランスの良いコース受講となります。

知識&教養
グローバル・シチズンシップ / GLOBAL CITIZENSHIP
自然環境、文化の多様性、平等、グローバリズムなど、現在の世界に
おける様々なテーマや社会問題についてディスカッションできる英語
を学びます。

対象:プレインターメディエイト～プレアドバンス

比較文化&コミュニケーション
COMPARATIVE CULTURE & COMMUNICATION
国や地域による文化の違いや、異なった文化を持つ者同士のコミュ
ニケーションの方法について学びます。

対象:アッパーインターメディエイト～プロフィシエンシー

メディア英語 / MEDIA STUDIES
様々な媒体のメディアを通じて情報を収集、分析し、自分の意見も言
えるようにする練習をします。

対象レベル:アッパーインターメディエイト～プロフィシエンシー

時事単語 / WORLD OF WORDS
世界の時事ニュースや、グローバルな話題から時事単語を学びます。

対象レベル:プレインターメディエイト～インターメディエイト

文法/試験対策/プレゼンテーション
実用文法 / GRAMMER IN REAL CONTEXTS
点数を取るための文法でなく、実際の場面でしっかりとした英語が使える
ようになるための文法整理&練習。

対象レベル:アッパーインターメディエイト～プレアドバンス

試験対策 / EXAM SKILLS
IELTS,	TOEFL,	TOEIC,	ケンブリッジ英検等、英語の資格試験に共通で必要
なスキルやテクニックを身につけます。

対象レベル:インターメディエイト～アドバンス

プレゼンテーション / RESEARCH & PRESENNTATIKON
プロジェクトを定めてそれについてのリサーチから始め、プレゼンテ
ーションに向けての準備、実際のプレゼンテーションを行います。

対象レベル:アッパーインターメディエイト～プロフィシエンシー

その他の選択科目

人気!

人気!

人気!

人気!
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学生一人ひとりの個性やニーズを大切にするECでは、全てがフレキシブル。留学を始める日、コ
ースの組み合わせ、ホリデー時期はもちろん、レベルアップのタイミングも、一人ひとりの留学
の目的や頑張りに応じて調整することのできる、カスタマイズ方式の長期留学です。

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
(オンキャンパス校を除く)

ECアメリカ&カナダ全校
(オンキャンパス校を除く)

EC全校
(オンキャンパス校を除く)

レベル 全レベル 全レベル 全レベル

受講期間 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

週時間数 15時間 18時間 22.5時間

学習カウンセリングとECオンライン 
ECのカスタマイズ留学を可能にしているのが、個人学習カウンセリ
ング制度。6週間に1回のレベルテスト後を目安に行われる総合カウ
ンセリング制度はもちろん、ECオンラインを通じて随時リクエスト
が可能。カウンセリング時の記録やレベルテストの結果は、ECオン
ラインのマイページ上にデータとして記録されるので、自分の学習
の進捗状況を、客観的に見つめることができます。

学習カウンセリングでは…
•	学生一人ひとりの個性に合った学習スタイルを見つけ出します。
•	留学の目的、帰国後の目標などを基に、試験対策やビジネス英
		語受講等のプランニングを行います。
•	レベルテストの結果を確認、弱点を克服するためのアドバイスを
		受けます。
•	進捗状況や留学中の気持ちの変化などに応じて、臨機応変に再
		プランニングを行います。

自分ペースのレベルアップ
例えば留学が始まったばかりで観光などもたくさんしたい時期と、
ラストスパートが必要な時期のレベルアップ、または大学生の留学
と社会人の留学、あるいは頑張った人とそうでない人とでは、レベ
ルアップのスピードが異なって当たり前。ECでは誰もが無理に同じ
ペースで上達することよりも、一人ひとりの目標や進度に合わせて
レベルアップすることを重要視、そのための仕組みを作り上げてい
ます。

フレックス・ホリデー
長期留学の間、休みなしにずっと勉強を続けるのは大変、また時に
は休みを取った方が、その後の集中力につながります。ただし家族
や友だちが遊びに来るのに合わせて、またはずっと行ってみたかっ
たイベントに参加するため等、なかなか「クラス全員同じ時期」のホ
リデーにはならないもの。ECの長期留学生は、最大4週間までのホ
リデーを、自由な時期に取得することができます（※ビザ条件により、取

得に一定の制限がある場合もあります）

2ヶ国・2都市留学 
カナダとイギリス、アメリカ西海岸と東海岸等、同じ英語を話す国
や都市でも、発音はもちろん、文化や人々の気質なども大きく異な
るのが、英語留学の面白いところ。ECでは同国内はもちろん、国の
異なる都市間同士の組み合わせ留学も可能です。また最初の学校
での学習記録は次の学校に伝達され、使用する教育メソッドも共
通なので、新しい国、新しい街で勉強を続けても無駄が少なく、ス
ムーズに勉強が続けられます。

ECオンラインを活用した学習カウンセリング

海外体験&生活 ビジネス&キャリア 資格試験&大学

長期留学生のための                                                 
アカデミック/ビジネスイヤー   フレックス
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6ヶ月~1年半：カスタマイズ長期留学例

どんどん新しい知識を吸収。中上級以
上のスピーキング力で、英語コミュニケ
ーションも板についてくる

眠っている英語知識を活性化＆基
礎力をアップ。英会話、英語コミュ
ニケーションに慣れる

TOEICやケンブリッジ英検等、就職や
転職に役立つ試験対策コースを受講、
今まで習った知識をしっかりと定着さ
せる時期。ここで固めておけば、帰国後
の英語力の維持がし易くなります

バランス良く学ぶ
総合英語

長期留学
カウンセリング

最初のカウンセリング。留
学期間中のおおまかな計
画を立てよう

レベルの伸び具合次第
で、ビジネス英語受講時
期を調整

レベルの伸びが停滞気
味。弱点克服のためのアド
バイスをもらう

無事にレベルアップ達成！
予定通り試験対策コース
に変更

目標スコア取得・無事合格！
これで帰国後すぐに就職活
動が始められる

1-5ヶ月 　 2-3ヶ月　 3-9ヶ月　1 2 3

アッパーインターメディエイト

エレメンタリー

1月 5月 9月3月 7月 11月2月 6月 10月4月 8月 12月

プレアドバンス

プレインターメディエイト

プロフィシエンシー

インターメディエイト

ビギナー

アドバンス

前半ゆったり＆後半集中型
旅行も何度か挟み、前半はご褒美留学、後
半で一気に集中。仕事を辞めての長期留学
の方に多い例です。

着々型
最初から最後まで順当にレベルアップ。
大学生の長期留学生に必要なレベル
アップ例です

一気集中型
ホリデーも取るものの、基本は勉強
一筋。6ヶ月で出来る限りのことを

日本から遊びに来る
友だちと一緒に旅行 十分ホリデーも楽しんだ後

は、一気にラストスパート

停滞気味、スランプの時には遠
慮なくカウンセラーに相談を。
自分に合った補強方法をアドバ
イスしてもらおう少しでも早く上手に

なりたい場合には、
日本でもレベルを上
げておくことが有効

現地専門大学で修了書コース受講

試験対策コースでスコア取得

周辺国への旅行などもしながら、ゆった
りと留学開始。友だち付き合いも新鮮

留学のスタイル別  レベルアップ&コース受講例

ビジネス英語入門受講

任意申請のホリデー期間

ビジネス英語受講で、ビジネスの場で
も使える英語や表現を身につける

スピーキング強化、シティー体験英
語受講で会話に慣れる

ここにフォーカス
選択科目

選択科目：音楽を通じて学ぶ英語な
どの楽しく学べる選択科目、またはラ
イティング強化など、弱点克服のため
の選択科目を受講

無料ワークショップ：とにかく会話に
なれるため、カフェ会話や発音クリニ
ックに参加

アクティビティー：観光やパーティー
など、友だち作りに役立つもの、また
会話の機会が増やせるものに参加

選択科目：メディアを通じて学ぶ英
語、グローバルシチズンシップなど、
少し高度なトピックを通じて、グロー
バルな知識と英語力を身につける

グローバル人材育成プログラム編入

無料ワークショップ：ホームワークク
ラブなどで勉強に集中、またはジョブ
クリニックでインターンシップやワー
ホリ準備

アクティビティー：季節のイベントな
どに参加しながら時々は息抜き

各種英語資格試験対策

グローバル人材育成プログラム

カレッジでの修了書プログラム

大学短期留学

大学授業の聴講

キャリア英語実習プログラム

チャリティーボランティア

フランス語コース

とことん英語・最上級を目指す

++

時期別
カスタマイズ
オプション例

※学校やレベルによって受講できるオプションは異なります。

人気!

人気!
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knowledge
global 
career 

development

focus action

１学期  - 8週間

英語コミュニケーション
ビジネス英語
ビジネスの基本

2学期  - 8週間

英語コミュニケーション
自己分析＆エリア選定
専門家インタビュー

3学期  - 8週間 

英語コミュニケーション
ビジネスプロジェクト
個人ポートフォリオ作成

• ビジネス英語とビジネス書が合体した教材使用（1学期）
• キャリア選択をサポートするためのアメリカの企業、
   Road Trip Nationと提携、ユニーク且つ実践的なキャリ
   アプログラムを実施（2学期）

• 全学期受講でなく、一部学期のみの受講も可能
• 一般英語も同時受講で、バランスの良いコミュニケー
  ション力とビジネス実践力が身に付く 
• アカデミックイヤーコースからの編入可能（差額は僅か!)

グローバル
ビジネス人材

育成

学期制の本格派
グローバル人材育成プログラム

"ただのビジネス英語ではなく、将来の仕事
に必要な知識を身につけたり、経験がした
くて、このコースを選びました。コースを通
じて将来の目標が定まり、また自分の長所
にも改めて気付けたので、帰国してからの仕
事探しが楽しみになりました"

カナダ経済の中心地トロント ヨーロッパの金融首都ロンドン

ウォールストリートを擁するニューヨーク

アメリカ、カナダ、イギリスの
ビジネスに強い3つの都市で開講

ビジネス&キャリア
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開講校 ニューヨーク,トロント, ロンドン

受講可能年齢 18歳以上

受講可能レベル 1-2学期：インターメディエイト
3学期：アッパーインターメディエイト

受講期間  各学期8週間、全学期24週間 (途中学期休みが入ることもあります)

週レッスン数 週30レッスン
 (一般英語10レッスン+グローバル人材育成10レッスン)

１学期: 英語＋現代ビジネスの基本
この学期を通じて行うこと
•	 一般英語：中級以上のコミュニケーション能力を身に付ける
•	 ビジネス英語：ブランディング、人事査定、プロジェクトマネー

ジメント、ファイナンス、企業による社会貢献等、様々なビジネ
スの分野、場面を想定した教材を用いて英語を学ぶ

•	 ビジネスの基本：上記の内容に応じて実際のビジネス副教材
を用いながら、ビジネスの基本を学ぶ

•	 ゲストスピーカーによるレクチャー：様々な分野の専門家から
のレクチャーを通じ、実際のグローバルビジネスの話を聞く

こんな人におすすめ

英語と一緒にビジネスの基本を学びたい

どんな分野でも通用する多角的なビジネス英語を
身につけたい

現地ビジネスパーソンの話が聞きたい

2学期: 英語＋自己分析&エリア選定
この学期を通じて行うこと
•	 一般英語：上級以上のコミュニケーション能力を身に付ける
•	 自己分析：自分の興味、長所などを基に自己分析。自分に合っ

たキャリアや、企業内での方向性などを見つけるきっかけと
する

•	 専門家インタビュー：自分の進みたい分野、興味のある分野で
実際に働く人へのインタビューを実施。インタビュー相手を見
つけ、アポイントメントを取り、インタビューに向けての事前準
備を行い、また実際のインタビューは動画撮影する

こんな人におすすめ

今後のキャリアのための自己分析を行いたい

現地で働く人へのインタビューを通じて該当分野
の現状を知り、自分の知識を広めたい

ROADTRIP
NATION

3学期: 英語＋ビジネスプロジェクト
この学期を通じて行うこと
•	 一般英語：ビジネスレベルのコミュニケーション能力を身に

付ける
•	 プロジェクト：セールス＆マーケティング、カスタマーマネージ

メント、デジタルマーケティング等、地元企業との連携で、依頼
された、または与えられたグループプロジェクトに取り組む

•	 学んできたことの集大成として、個人ポートフォリオを作成する

こんな人におすすめ

知識としての英語・ビジネススキルを、実際のプロ
ジェクトの場で実践してみたい

ビジネスレベルの英語力を身に付け、多国籍な環
境で通用するコミュニケーション力を固めたい

開講期間 開講学期

2017年1月9日-3月3日 3学期・1学期

                3月6日-4月28日 ２学期

		5月1日-5月5日 学期休み

                5月8日-6月30日 3学期

                7月3日-8月25日 1学期

																8月28日-9月1日 学期休み

               9月4日-10月27日 1学期・２学期

                10月30日-12月23日 2学期・3学期

2018年1月8日-3月2日 3学期※コース開始・終了日が祝日の場合には翌・前日がそれぞれ
　開始日、終了日となります。
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キャリア英語実習 インターンシップ チャリティーボランティア ファームステイ

受講可能校 ニューヨーク校  
その他アメリカ校(要お問い合わせ) ケープタウン校 カナダ校

(フランス語はモントリオールのみ)
カナダ校

(フランス語はモントリオールのみ)

受講可能レベル インターメディエイト以上の
コミュニケーション力

インターメディエイト以上の
コミュニケーション力

インターメディエイト以上の
コミュニケーション力

インターメディエイト以上の
コミュニケーション力

開始日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日

就労体験期間 4-8週間 ケープタウン校: 4週間-6ヶ月 4-16週間 2-4週間

語学コース期間 8週間以上 4週間以上 制限無し
(4週間以上推奨)	

制限無し
(4週間以上推奨)	

受入可能年齢 18歳以上 18 歳以上 19 歳以上 19 歳以上

学んだ英語を生かす 
就労体験プログラム

キャリア英語実習
Career English in Practice  - アメリカ	
ECで英語力を身に付けた後、アメリカの企業や各種団体などで実
習を行うプログラム。アメリカでの人々の働き方や職場でのコミュ
ニケーションのとり方などを学ぶことの出来るプログラムで、無事
にプログラムを終えた方には該当機関からの証明レターが発行
されます。

インターンシップ
Internship -	ケープタウン
地元企業やNPO団体で行う無給インターンシッププログラム。プロ
グラム修了後には該当機関からの証明レターが発行されます。

チャリティーボランティア
Charitable Volunteering  -	カナダ
正規のチャリティー団体で行うボランティア活動。分野はコミュニ
ティーサービスや環境保全、野生動物保護など様々なので、自分の
興味のある分野、自分の将来につなげたい分野での活動参加をお
勧めします。また無償のボランティアではあっても、責任を持って
活動に参加することをお願いしています。

ファームステイ
Farmstay 	-	カナダ
カナダの農家や牧場の仕事の一環を担いながら過ごすファームス
テイ。体力のいる仕事ですが、都会とはまた異なったカナダの真の
姿に触れることができます。

就労体験の利点と注意点：

１．本物の英語環境で、自分の英語力と仕事力が試せる
２．海外での仕事環境やビジネスマナー等が体験できる
３．英語力だけでなく、PCスキルやコミュニケーション力がより重視されることも
４．自分のやりたいことだけでなく、受け入れ側のニーズに応じた体験内容

ビジネス&キャリア
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海外&日本で通用する
英語資格検定対策コース

Higher Score® 
TOEIC,TOEFL, IELTS
カナダ校で人気、空席待ちも出るほどであったECオリジナルの
Higher	Scoreコースが、2017年からはアメリカやイギリス、マルタ校
でも受講できるようになりました。スコアアップに特化した特殊メ
ソッドに基づくプログラムなので、帰国後すぐに就職＆転職を予定
中のみなさんにぜひお勧めのコースです。

また確実なスコアアップのため、4週間以上の受講を強くおすすめ
しています。

IELTS TOEFL TOEIC

ボストン - 24, 30 -

ニューヨーク - 30 -

サンフランシスコ - 30 -

サンディエゴ - 30 -

ロサンゼルス - 30 -

モントリオール 20 - -

トロント 20, 24, 30 20, 24, 30 20, 24, 30

バンクーバー 20 20 20

ロンドン 30 -  -

オックスフォード 30 - -

ケンブリッジ 30 - -

ブライトン 30 - -

ブリストル 30 - -

マンチェスター 30 - -

マルタ 30 30 -

ケープタウン 30 - -

Higher Score開講校(レッスン数)

コース開始日: 毎週月曜日

FCE CAE CPE

ニューヨーク 20, 30 20, 30 -

サンフランシスコ 30 30 -

サンディエゴ 20, 30 20, 30 20, 30

ロサンゼルス 20, 30 20, 30 -

マイアミ 20, 30 20, 30 -

トロント 20, 30 20, 30 -

バンクーバー 20, 30 20, 30 20, 30

ロンドン 20, 30 20, 30 20, 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 -

マルタ 20, 30 20, 30 30 

ケープタウン 20, 30 20, 30 -

コース開始日:	年2~4回。詳細は料金表参照

資格検定対策コース受講の利点：

１．履歴書にはっきりと書ける英語力が身につく
２．学んだ内容を総整理、知識をしっかりと頭の中に固定させられる
３．試験合格、○点取得といった明確な目的を持って勉強が続けられる
４．同じ目標をもったクラスメートと励ましあいながら勉強できる
５．長期留学中のモチベーション維持 (変更後も追加料金の発生はありません)

ケンブリッジ英検対策コース
FCE, CAE, CPE
アジア圏以外で認知度の高い、ケンブリッジ英検対策のためのプ
ログラム。近年日本での認知度も高まり、また合否だけでなく、試
験準備をする中で、本当の英語力が付くと評判のテスト対策です。
英語レベルに応じてFCE,	CAE,	CPEの3つの対策コースが開講され
ています。

ケンブリッジ英検対策開講校(レッスン数)

資格試験&大学
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大学休学生向け
英語+海外大学短期留学/聴講

ECで英語力を高めた後に、ニューヨーク州立大学、または国立マルタ大学で1学期間だけ受講する
プログラム。現地大学生に混じっての科目受講が可能です。短期留学の実現には、現地大学の学
期開始時期に合わせて、入学条件の英語力に達しておくことが大切です。

ニューヨーク州立大学
ニューヨーク州内の州立大学群。ECはフレドニアとオ
スウェゴ校に英語準備課程を持っています。学期留
学、正規留学共にECでの英語レベルで入学が認めら
れ、規定を満たせばニューヨーク州立大学での単位
が認められます。

また日本で社会人の方の場合には、同大学の社会人
コースへの参加が可能。また大学生で規定英語力に
満たない場合、英語授業を続けながらの聴講オプシ
ョンもあります	(別途規定レベルあり)

国立マルタ大学
EUの一員でもあるマルタ共和国唯一の国立総合大
学。ヨーロッパを中心とした海外からの留学生受入も
活発です。学期留学の場合、ECマルタ校での英語レベ
ルで入学が認められ、規定を満たせばマルタ大学で
の単位が認められます。

ECに申し込み後
すぐに事前学習開始

ECの学習サポートを
受けレベルテストに合
格。アッパーインターメ
ディエイトレベルに

大学の授業が始まる
までのラストスパー
ト。英語力が高いほ
ど、大学生活も充実

憧れの現地大学生
活の開始。短期留学
だからこそ、しっかり
と学んでください

インターメディエイト
レベル以上でECの英
語コースを開始

ECスタッフのサポート
を受けながら学期留学
のための入学手続き

6週間に一度のレベル
テスト。着実な実力ア
ップを

4月初旬

5月中旬

1-2月

日本帰国
大学復学

8月下旬

9月下旬

大学短期留学受講例
				(9月渡航、6-7月帰国例もあり)

約3-4ヶ月

7-8月

	1-2ヶ月 約4ヶ月
	約8-9ヶ月

資格試験&大学
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正規留学 
北米大学進学プログラム

英語を学ぶ校舎を選ぶ
行きたい大学のある街、進学希望者の多い
学校等、自分の大学進学のために適したEC
を選んでください。

英語学習期間を決める
希望大学進学に必要なレベルと、現在の自
分の英語力を照らし合わせて語学研修期
間を算出。ECの事前テストを受け、ECアド
バイザーから必要期間の案内を受けること
も可能です。

大学進学サポート申込み
24週間以上受講生には、無料の進学サポー
トがつきますが、それ以下の受講でも、別
途サポートをつけることが可能です。

進路相談サポート
行きたい大学がまだはっきりと決まってい
ない場合には、学びたい分野や日本での成
績、英語力、学費予算などを参考に、ECの進
学アドバイザーと相談しながら出願校を選
定します。

TOEFL/IELTS免除制度
ECでは各大学やカレッジとの相互信頼の基
に提携を結び、ECからこれらの大学への進
学を希望する場合には、TOEFLやIELTSによ
る英語力証明が免除される制度を運営して
います。この制度を利用することで、テストの
点数を取るためのテクニックではなく、大学
進学後に必要な真の英語力を身に付けるこ
とに集中できます。

ECアカデミック英語を受講 
インターメディエイト以上のレベルに達した
後は、選択科目のアカデミック英語、またはオ
ンキャンパス校では大学進学英語を受講して
ください。この科目を通じて、論文の読み方、レ
ポートの書き方、英語プレゼンテーション等、
大学進学後に必要なスキルを身につけること
ができます。

EC学習カウンセリング
コース受講中は、レベルテストの結果などを基
に、定期的な学習カウンセリングを受けること
ができます。目標とする大学への進学が実現で
きるよう、ECのサポートシステムを最大限に生
かし、みなさんの海外大学留学の夢を実現さ
せてください。

ECへの入学手続き 進学相談＆カウンセリング 憧れの海外大学留学を実現1 2 3

制度実施校 アメリカ＆カナダ全校

アカデミック
英語開講校

ボストン、サンディエゴ、ロサンゼルス
トロント、バンクーバー

大学進学英語
GRE開講校

NY州立大学付設オンキャンパス校
フレドニア・オスウェゴ

制度に
含まれるもの

大学&カレッジ進学相談
願書作成サポート
出願料
願書速達費用
提携大学への条件付入学書類
提携大学への入学手続き等

英語留学を経て北米の大学への進学を考えている方々のためのコース。進路相談から受験校の選
択、実際の進学まで、ECの専門スタッフが丁寧にアドバイスをし、みなさんの海外大学留学の夢を
応援します。EC提携大学への進学なら、ECからの推薦でTOEFLスコアの提出が免除されます。

提携大学例：TOEFL受験の必要なしにECからの推薦入学が可能

資格試験&大学

Partner Universities in the USA Partner Universities in Canadaアメリカ提携大学例 カナダ提携大学例
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休学生&社会人向け
英語+専門修了証プログラム

ECで英語力を付けてから、現地専門学校で専門課程やワークショップを受講するプログラム。カナ
ダのプログラムでは、プログラム終了後にCo-op期間を設けることも可能です。全部で1年程度の留
学期間で、海外で特に学んでみたい分野があるみなさん、また英語だけでない留学を目指すみな
さんにおすすめの留学形態です。

ロサンゼルスとニューヨークを中心に展開す
る、New	York	Film	Academyで受講する短期ワ
ークショップ。

映画製作・映画プロデュース・写真・3Dアニメー
ション・演技・ドキュメンタリー映画制作・脚本・
映像ジャーナリズム・デジタル編集・バーチャル
リアルティー

受講可能レベル：アッパーインターメディエイト　
コース期間：1~12週間(選択)　　　　　　　　  
開講日：コースによって月1回～年4回　　　　　
　　　（詳細は別途お問い合わせください）

　　　  一般英語アカデミックイヤー	
初級レベルから英語力の基礎を固める期間。コ
ミュニカティブメソッドに基づいた、しっかりと
したECカリキュラムの基に、語彙力、表現力を
身につけて行きます。

受講可能レベル：全レベル

                        

                       ビジネス英語入門　　　
　　　  その他の選択科目受講	
一般英語に加えてビジネス英語を学び、専門課
程での授業に備える期間。また修了証プログラ
ムの課程内容や、自分の弱点に合わせたその
他の選択科目を受講することも可能です。

受講可能レベル：プレインターメディエイト以上

バンクーバーで100年以上の歴史を持つ老舗
の専門カレッジSprotto	Shaw	Collegeで受講
するプログラム。

ビジネス&国際貿易コース　　　　　　　　
ホスピタリティー&観光学コース	
幼児教育コース	
受講可能レベル：インターメディエイト修了以上
開講日：コースによって月1回～年4回　　　　　
　　　（詳細は別途お問い合わせください）

　　　  CO-OP期間	
受講コースに応じて、修了証プログラム修了
後に認められる現地での体験期間。無給、有
給がありますが、本人の英語力やスキルによ
って異なり、実際には無給となることの方が多
い期間です。

                

                        

EC ビジネス
英語入門EC 一般英語

スプロットショーカレッジ専門課程 カナダCo-Op

NYフィルムアカデミー・ワークショップ

プログラム受講例  

ニューヨーク
フィルムアカデミー
ワークショップ

約3ヶ月

1,4,8,12週間(選択）3-6ヶ月

合計期間
約6-9ヶ月

約3ヶ月(オプショナル)

スプロットショー
カレッジ
専門課程

海外体験&生活 ビジネス&キャリア

※修了証プログラムは、現地受入期間の事情により、受入条
件等が変更になる場合があります。
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アカデミック英語 修了証プログラム&
インターンシップ準備課程

修了証プログラム&
インターンシップ(エクステンション)

毎週開講

2017年1月9日 -3月31日 4月1日 – 6月15日 春学期

             3月27 - 6月16日 6月16日 – 8月31日 夏学期

              6月13日 - 9月1日 9月1日 – 12月31日 秋学期

                 修了証プログラム&　　
　　　   インターンシップ	
スキルアップのために通う現役ビジネスパー
ソンも多い大学エクステンション課程。昼間は
インターンシップ、夕方にコース受講をするの
が一般的です。

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

受講可能レベル：TOEFL80(アドバンス)以上また
はECの準備過程修了　　　　　　　　　　　　
受講資格：4年制大学卒業者

UCSCシリコンバレー 
エクステンションプログラム

カリフォルニア州立大学サンタクルーズ校、シリコンバレーキャンパスのエクステンションプログラム
で学ぶ、社会人向けの本格コース。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。

修了証プログラム & 
インターンシップ準備課程 有給OPT期間修了証プログラム &

 インターンシップ
修了証プログラム &

 インターンシップ
修了証プログラム &

 インターンシップアカデミック英語

約9ヶ月(各学期11-17週間)約3ヶ月 12ヶ月(オプショナル)

　　　  アカデミック英語	
実際に大学の授業に付いて行くために必要な英語
表現、スキルなどを学ぶ授業。英文レポートの書き
方、講義の受け方＆メモの取り方、大学レベルでの
プレゼンテーションの構成や話し方など。必要受講
期間は開始時の英語レベルによって異なります。

受講可能レベル：インターメディエイト以上(満たな
い場合や希望の場合には、他のECアメリカ校で一
般英語コースを受講後に転校できます)

                        

                       修了証プログラム &                                 
　　      インターンシップ準備課程	
エクステンションプログラム受講及びインター
ンシップに直結する英語とスキルを学ぶ課程。
大学での英文レポートの書き方、講義の受け方＆
メモの取り方、大学レベルでのプレゼンテーション
の構成や話し方、またはインターンシップ中に必要
なビジネス用語、アメリカでのビジネス習慣やマ
ナー等をしっかりと学んで、エクステンション課程
に備えます。またこの課程を修了すると、TOEFLス
コア無しにUCSDエクステンション課程への入学が
認められます。

受講可能レベル：TOEFL66(プレアドバンス)以上

　　　　

　　　　　

　                  有給OPT期間	
修了証プログラムを無事に終えた場
合に認められる、最長12ヶ月間までの
アメリカ現地企業で有給就労期間。

短期オプション
開始時の英語力やOPTの有無に応じて、より短
い期間で修了書を取得することも可能です。

TOEFL66/プレアドバンス以上	:	準備過程+修了
証&インターンシッププログラム2学期分で修了
証取得	(約9ヶ月)

TOEFL80/アドバンス以上	:	修了証&インターンシ
ッププログラム2学期分で修了証取得	(約6ヶ月)。
但し1学期目はインターンシップ無し

プログラム受講例  合計期間6ヶ月-2年

ビジネス&キャリア
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気の合う仲間たちと学ぼう
ECの授業では、クラスの中で自分の経験を話したり、意見を言
ったりといった機会が多くなります。せっかくの海外留学、若
い学生たちと学ぶことも楽しい経験ですが、社会経験を積ん
でいたり、家族や子供がいたりする同世代の人たちとの方が、
共通の話題が増えたり、話も盛り上がるもの。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」
ECの豊富なアクティビティーや無料ワークショップも、30+専
用。また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。

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。

留学は行ける時、行きたくなった時が「行き
時」。ECでは30歳以上限定のコースと学校設
備をご用意して、「学びたい」全てのみなさん
の気持ちを応援します。

同年代同士話も弾みます

スタイリッシュなトロント校ラウンジ

30+だけのアクティビティーや無料授業も

30-35 50+41-45

46-5036-40

学生年齢比

今だから行く
大人の留学 

30歳以上の方でも30+への参加は強制
ではありません。一般クラスをご希望の
場合には、別途お知らせください。また試
験対策コース等、30+専用クラスがない
場合等、途中からの変更も可能です。
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コースに
無料で

 含まれるもの

ニューヨーク 30+ トロント 30+ ロンドン 30+ マルタ 30+

受講可能コース 一般英語,	ビジネス英語入門,	シティー体験英語,	アカデミックイヤー
開講レベル 全レベル	/	ビジネス英語入門:	プレインターメディエイト
開講日 毎週月曜日
対象年齢 30歳以上
クラス定員 各校クラス定員に準ずる

 

申し込みと同時に
使えるECオンライン

無料
英語授業

学校イベント&
アクティビティー

コース教材*
*トロント校を除く

滞在先オプション 
 
ニューヨーク30+   
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
レジデンス/コンフォート
夏季レジデンス/スタンダード 

トロント30+
ホームステイ/スタンダード・コンフォート
レジデンス/スタンダード
学生アパート/スタンダード
夏季レジデンス/スタンダード 

ロンドン30+
ホームステイ/スタンダード・コンフォート
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
夏季レジデンス/コンフォート
学生ワンルームアパート/スーペリア

マルタ30+
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・スーペリア	
学生ワンルームアパート/コンフォート
夏季学生シェアアパート/スタンダード

ニューヨーク校30+国籍比率

18% 日本

14% 韓国

9% スイス

8% ブラジル

5% トルコ

5% フランス

6% 台湾

6% サウジアラビア

4% イタリア

25% その他 (51)

23% ブラジル

16% 韓国

16% 日本

12% サウジアラビア

4% 

3% コロンビア

5% トルコ

4% スイス

3% フランス

14% その他 (51)

ロンドン校30+国籍比率

16% ブラジル

11% スイス

11% フランス

10% イタリア

7% ドイツ

4% トルコ

8% スペイン

8% 日本

2% チリ

23% その他 (57)

12% ブラジル

10% フランス

9% ロシア

9% 日本

6% コロンビア

5% スイス

8% トルコ

8% イタリア

5% リビア

28% その他 (28)

マルタ校30+国籍比率

トロント校30+国籍比率

落ち着いた雰囲気のロンドン校ラウンジ
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フランス語コース  
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 
英語とフランス語が公用語のモントリオー
ルならではのバイリンガルコース。毎日英
語とフランス語を組み合わせて学んだり、
または留学前半は英語、後半はフランス
語といった組み合わせで、2ヶ国語を身に
つけます。

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	

フランス語&
バイリンガルコース

”北米のパリ”とも呼ばれるカ
ナダの美しいバイリンガル
都市、モントリオール。英語、
フランス語、英+仏語バイリ
ンガルコースの受講が可能
です

 ECモントリオール

ホームステイ：ホストファミリー滞
在を希望する場合、モントリオールで
校では英語ファミリー、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。

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 ビジネスフランス語 DELF試験対策 DALF試験対策 バイリンガル

プログラム

レベル 全レベル 全レベル 全レベル 全レベル インターメディエイト
~ アドバンス

ビギナー~アッパーイン
ターメディエイト アドバンス 全レベル

開始日 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 欄外参照* 欄外参照** 毎週月曜日

受講期間 1週間以上 1週間以上 1週間以上 1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+ビジネス10)

週30レッスン
(20+DELF10)

週30レッスン
(20+DALF10) 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

*DELF	試験対策:	1月9日	-	2月3日,	3月6日	-	31日,	5月1日	-	26日,	7月3日	-	28日,	8月31日	-	9月25日
**DALF	試験対策:	4月3日	-	28日,	7月31日	-	8月25日,	11月6日	-	12月1日
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クラブ
50+

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：インターメディエイト

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：全レベル

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
      (コース共に2週間以上滞在推奨)
英語レベル：初級以上

語学+お稽古留学

中世の街並みや古代遺跡、
地中海の美しい海に囲まれ
たマルタで行われる、50歳
以上の方限定の特別プログ
ラム

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

ECマルタ

開講レベル 全レベル

開講日 2017年5月1-12日,	9月25日-10月6日

レッスン数 週20レッスン(週15時間)

クラス定員 6名

・同プログラム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
・ドイツ、イタリア、オーストリア等、
			ヨーロッパからの参加者が主流

地中海の魅力を満喫
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旅するカリフォルニア・ドリーム

カリフォルニアを満喫したい！という仲間たちの集まる
ECの特別パッケージプログラム。他の参加者たちと一
緒に観光、移動しながら各街とカリフォルニアの魅力
が堪能できます。

プログラムに含まれるもの：

							

カリフォルニアドリーム3週間

開始日

3週間プログラム 7月2日 - 22日, 7月23日 - 8月12日, 
8月13日 - 9月2日

6週間プログラム 9月3日 - 10月14日, 10月15日 - 11月25日

1週目 

ECサンフランシスコ校

週末ヨセミテ
国立公園ツアー

2週目

ECサンフランシスコ校 
カリフォルニアビーチ
ロードトリップでLAへ

3週目

ECロサンゼルス校 
週末ラスベガスツアー

4週目

ECロサンゼルス校 

ディズニーランドの後
サンディエゴツアーへ

5週目

ECサンディエゴ校

シーワールド&ディナー
クルーズ

6週目

ECサンディエゴ校
帰国または

メキシコビーチトリップ
(オプショナル)

1週目
 

ECサンフランシスコ校 
カリフォルニアビーチ
ロードトリップでLAへ

2週目
  

ECロサンゼルス校 

ディズニーランドの後
サンディエゴツアーへ

3週目
  

ECサンディエゴ校
帰国または

メキシコビーチトリップ
(オプショナル) 

カリフォルニアドリーム6週間

・一般英語週20レッスン
・滞在先
・週末アクティビティー
・都市間の移動交通手段
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８～１３歳、１３歳～１７
歳までの若い学生さん
を対象に、その年齢に
ふさわしい授業内容と
アクティビティーで構成
されたプログラム

有名大学キャンパスや現地校、ボ
ーディングスクール体験ができる

１週間から参加可能
	(2-4週間推奨)

親子留学可能
親御さんも受講を希望される場合に
は、30+のあるロンドン、マルタがお勧め

追加オプションでさらに楽しく

ジュニア向け特別カリキュラム
英語レッスンとアクティビティーを連動さ
せたECオリジナルのカリキュラム

※各校別プログラム詳細については、別冊のジュニアプログラムパンフレット、ECウェブサイトをご覧いただくか、またはEC担当者にお問い合わせください。

プログラム実施場所 参加可能年齢 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 6月24日 - 8月5日 UCLA大学寮 ディズニーランド

ユニバーサルスタジオ

モントリオール ドウソンカレッジ 13-17歳 7月1日 - 8月12日 ホームステイ ｘ

ロンドン・シティー ハックニー
コミュニティーカレッジ 13-17歳 7月1日 - 8月12日 カレッジ寮 サッカー・バスケットボール

音楽・ダンス・演劇

フレンシャム フレンシャムハイトスクール 10-13歳
13-17歳 7月8日 - 8月19日 ボーディングスクール寮 音楽・ダンス・演劇

スポーツ

ケンブリッジ ECケンブリッジ&ジーザスカレッジ 13-17歳 6月17日 - 8月19日
7月8日- 8月19日

ホームステイ
ジーザスカレッジ寮

ブリティッシュマナー
試験対策

ポートマス ポートマス大学 10-17歳 7月1日 - 8月12日 大学寮 コンピューターアニメーション
ウォータースポーツ

ブライトン ブライトンカレッジ
ブライトン大学 13-17歳 6月17日 - 8月19日

7月1日 - 8月12日
ホームステイ

大学寮
ウォータースポーツ

試験対策

マルタ セントマーティンカレッジ
またはチズィックスクール

8-13歳
13-17歳 6月17日 - 8月27日 カレッジ寮

ホームステイ/ホテルレジデンス ダイビング

土 現地到着

日 ウェルカムトーク & レベルテスト オリエンテーション & アクティビティー ウェルカムイベント

月 テーマレッスン ウェストミンスターツアー & ウェストエンド 自由時間

火 テーマレッスン アート & クラフト クイズナイト

水 テーマレッスン ドラマワークショップ タレント(特技披露)ショー

木 テーマレッスン ロンドンアイ & 大英博物館 自由時間

金 テーマレッスン & プロジェクトワーク ECネオンパーティー

土 ケンブリッジ１日ツアー

日 自由時間 スクール内アクティビティー パーティーナイト

月 テーマレッスン トレジャーハント 英語スペリングゲーム

火 テーマレッスン カムデンタウンマーケット フィルムナイト

水 テーマレッスン マダムタッソー蝋人形博物館 面白ファッションショー

木 テーマレッスン 旗取り競争 自由時間

金 テーマレッスン & プロジェクトワーク EC卒業式 & ダンス/ディスコパーティー

土 帰国 /3週間以上滞在の場合は1日オックスフォードツアー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
	

ECジュニア・サンプルプログラム(ロンドン・シティープログラム例)
午前 午後 夕方・夜
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最新情報は
ここから!
ECでは様々なツールを利用
して、最新情報を発信中。EC
生活の「リアル」がいつでも
確認できます。

EC English Language Centres
EC各校フェイスブック	
EC全体、または行きたい街のECフェ
イスブックをフォロー。アクティビテ
ィーの様子や、在学生の作った動画、
卒業生からのメッセージ等が見られ
ます。

@ecenglish
インスタグラム	
学校の様子はもちろん、街のちょっと
した風景や表情、地元のカフェやレス
トラン、散策路など、隠れた魅力が満
載。現地に行く前からその街の中に入
り込んだような気分になれます。

これがきっかけ	
学校イベント& アクティビティー

日曜ウェルカムイベント   
現地到着後、学校の始まる前日の日曜日に行われるECならではのサンデーア
クティビティー。何となく不安な、何となく暇になってしまいそうな現地最初の
日曜日も充実して過ごせます。また学校スタッフももちろん参加なので、分か
らないことや困ったことがあった時にも安心です。

学校開催＆地域イベント 
ECハロウィンパーティーや、バレンタインパーティーなど、学校で行われる色
々なイベントや、野外映画フェスティバル、無料コンサートなど、街で行われる
イベントには、みんなで参加。	いつの間にか気の合う友達が見つかっている
はずです。

観光ツアー 
留学先の観光地には、もちろん一人でも行けますが、みんなで行けば英語を
話しながら、何倍も楽しめます。また週末を利用した日帰り･1~2泊ツアーな
ど、現地旅行会社と提携した各種観光ツアーも、学校で申し込めます。	

趣味&教養
地元ワイナリー&ビール工場見学や、BBC見学などの企業訪問、エスニックフ
ードナイト、サッカーやビーチバレーなどのスポーツや、無料入場日にみんな
で行く美術館&博物館、有名大学キャンパスツアーや大学無料レクチャー参加
等、みなさんの興味や趣味の広がるイベント情報が、学校では数多く紹介さ
れています。

※各校別のアクティビティー例は、44ページ以降のEC各校紹介ページをご参 
    考ください。

@ECEnglish 
ツイッター　 
英語の文法について、ECのある街に
ついて等、ECのツイッターでは、様々
なトピックでの最新情報がやり取りさ
れています。スラングやその国ならで
はの口語が使われているのも刺激的

EC English Language Centres
You Tube ECチャンネル
各校公式動画はもちろん、プログラム
説明や先生インタビュー、在校生イン
タビューなど、学校選びの参考にもな
る動画がたくさん。日本語字幕付きの
ものもあります。

ECsnapshots
スナップショット
EC躍動感の感じられるスナップショッ
プ。世界中で人気のECには、各国から
セレブリティーが留学生としてやって
来ることがあり、スナップショットに海
外の俳優やモデルが登場することも。
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ECのアクティビティーカレンダー例
ロサンゼルス校

オレンジ色のアクティビティーと、青色の英語ワークショップは全て参加無料です! 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
1 2 3 4 5

ファーマーズマーケット
11:45–12:30pm

発音クリニック
 11-11:45/14:15-15

ビーチサッカー
14:00

ハッピーアワーの集い
5:30pm

ヴェニスビーチ・
フライデー

5:30pm
ライティングクリニック 

11-11:45/14:15-15

週末サンフランシスコ
ツアー$299～

週末ラスベガスツアー
$235～

ユニバーサル
スタジオツアー$135

ディズニーランドツアー
$135

6 7 8 9 10 11 12

新入生歓迎イベント

ホームワーククラブ
11-11:45/14:15-15

タコス・デー
 $5 / 12:00 - 2:00pm

リスニングクラブ
11-11:45/14:15-15

インスタグラム
コンテスト

発音クリニック
11-11:45/14:15-15

トワイライトコンサート
7:00pm 

カフェ会話 
11-11:45/14:15-15

ECムービー＆ピザナイト
$2  / 5:30pm

ライティングクリニック 
11-11:45/14:15-15

ハリウッドツアー
$50

カマリロアウトレット
ショッピングツアー$40

ユニバーサル
スタジオツアー$135

ディズニーランドツアー
$135

13 14 15 16 17 18 19

新入生歓迎イベント

ホームワーククラブ
11-11:45/14:15-15

サンタモニカ水族館
11:00am

リスニングクラブ
11-11:45/14:15-15

ECゲームナイト
5:30pm

発音クリニック
11-11:45/14:15-15

持寄りインターナショナル
フードパーティー

11:45am
 カフェ会話  

11-11:45/14:15-15

プールサイドムービー
8:00pm

ライティングクリニック 
11-11:45/14:15-15

週末ラスベガスツアー
$299～

カマリロアウトレット
ショッピングツアー$40

ユニバーサル
スタジオツアー$135

ディズニーランドツアー
$135

20 21 22 23 24 25 26

新入生歓迎イベント

ホームワーククラブ
11-11:45/14:15-15

サンタモニカ埠頭
パシフィックパーク

2:00pm
リスニングクラブ

11-11:45/14:15-15

ECビーチバレー
2:00pm—5pm 

発音クリニック
11-11:45/14:15-15

ヴェニスビーチ
サイクリング

11:45am $10～ 
カフェ会話 

11-11:45/14:15-15

週末サンディエゴツアー
$265～ 

ライティングクリニック 
11-11:45/14:15-15

シックスフラッグ遊園地
$100

マリロアウトレット
ショッピングツアー$40

ユニバーサル
スタジオツアー$135

ディズニーランドツアー
$135

27 28 29 30 31

新入生歓迎イベント 
パラノイアゲームウィーク

ホームワーククラブ
11-11:45/14:15-15

ドジャース観戦
$60

リスニングクラブ
11-11:45/14:15-15

SUSHIナイト
$5～ / 5:30pm

発音クリニック
11-11:45/14:15-15

ビーチサッカー
17:00pm

カフェ会話 
11-11:45/14:15-15

ECピクニック
11:30am

ライティングクリニック 
11-11:45/14:15-15

※当アクティビティーカレ
ンダーは、2015年/2016
に行われていた内容から
作成したサンプルです。実
際の内容や料金とは異な
ることがあります
※写真は全てイメー
ジです
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留学先で 
暮らす場所

留学生同士で楽しみたい、現地家庭での暮らしを体
験してみたい、海外一人暮らしを楽しんでみたい…。
留学先での滞在先に「正解」はありません。自分の
望むライフスタイルをイメージしながら、自分に合っ
た滞在先を選んでみてください。

アメリカの住宅外観例

カリフォルニアのプール付きシェアアパート例

イギリス学生アパート外観例

滞在先にかける予算は出来るだけ抑えたいという人のため
のオプション。基本的設備の整った滞在先です。
�留学生のための標準的な施設の整った滞在先。その国での

「普通」の暮らしが出来ます。
施設の整った、快適に暮らせる滞在先。居心地重視の方、30+
の生徒さんにお勧めの滞在先です。

徒歩		
電車	

バス
自転車

 


 


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。

住み心地で選ぶ
ECの滞在先は、「住み心地」によるカテゴリー分けがしてあります。カテゴリーは室内設備や建
物内設備、また広さなどを基準に設定されていて、費用もそれに応じて変わります。部屋には
寝に帰るだけ、週末は滞在先でゆっくり過ごしたい等、自分の生活スタイルや予算に応じて選
んでください。

スタンダード		

コンフォート      
	
スーペリア 				

通学方法&時間
とにかく学校から近い方がいい、街の中心部は避けて落ち着いた環境で過ごしたい等、学校か
らの距離も「近ければ良い」というわけではありません。各滞在先からの通学方法、目安時間は
別途資料を参考ください。 各校でご用意できる滞在先は異なり、また同じ

カテゴリーの滞在先でも、詳細は異なります。

詳しくはECウェブサイトでご確認いただくか、

ECまでお気軽にお問い合わせください。
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ホームステイ -HOMESTAY 
現地の家庭に滞在しながら学校に通うスタイル。食事などの心配をす
る必要もなく、ファミリーとの会話も英語上達の大きな助けになります。
但し日本との違いを最も感じることが多いのもホームステイ。文化の
違いを学びに行く姿勢で、また自立した生活を心がけた上での滞在が
大切です。

アカデミックホームステイ
ホストファミリーの家族のメンバーの中に、資格を持つ英語の先生が
いるホームステイ。学校ではグループレッスンを受け、家に帰ってから
は週に5レッスン分の個人レッスンが受けられます。また週に1回は、ホ
ストファミリーとのお出かけが含まれています。

対象校：サンディエゴ・ロサンゼルス校

学生レジデンス  - STUDENT RESIDENCE 
いわゆる「学校寮」のイメージに近いのがこのタイプ。比較的大きな建
物に個室または相部屋の部屋が並びます。トイレ＆シャワーは、部屋に
ついている場合と共用の場合があり、キッチンは大キッチンを共用、他
にもコインラインドリーや学生ラウンジなどが建物内にあり、居住者が
共有するのが一般的です。

共有スペースで他の国の留学生との交流が可能ですが、自室に閉じこ
もってしまうと、せっかくの寮生活も台無しに。キッチンやラウンジで出
会った人には積極的に話しかけて行くことが大切です。

学生シェアハウス&アパート                                                                     
                                 - STUDENT HOUSE / APATMENTS 
1つのビル、または複数の建物に2LDK～4LDK程度のアパートが入り、1
アパートをシェアする人同士でリビングやキッチン、トイレ＆バスルー
ムなどを共用するタイプです。

レジデンスよりも小さな規模でのシェア生活なので、一緒に料理をし
たりテレビをみたりといった機会も生まれやすいですが、海外では普
通に男女共同でシェアをすることもあるので、その前提でお申し込みく
ださい。

学生ワンルーム                                                                     
                   - STUDIO / ONE BEDROOM APATMENTS 
ワンルームや1DK的な作りで、	キッチン、バスルームを占有できる滞在
先。	生活に必要な空間を全て自分（たち）だけで使えるので、海外での
自由な一人暮らしを満喫したい方や、友人同士、ご夫婦での滞在などに
も適しています。

手配可能な学校、また部屋数には限りがあるので、希望の方は早めの
お問い合わせ、申し込みが必要です。

NEW !

滞在先別の特徴とライフスタイル
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ECモントリオール

ECボストン

ECニューヨーク

ECワシントンDC

ECトロント

ECオンキャンパス
ニューヨーク州立大学

ECマイアミ

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オンキャンパス
UCSCシリコンバレー

エクステンション
ECマルタ

ECマンチェスター

ECオックスフォード
ECブリストル

ECブライトン
ECロンドン
ECケンブリッジ

ECケープタウン

自分に合った
街と学校を見つけよう
留学先を決める時に大事なことは、「良い」街や学校を
求めることではなく、「自分に合った」街と学校を探すこ
と。自分がやりたいこと、住みたい場所のイメージなどか
ら、自分に合った街とECを見つけてください。

ECのある都市

18 都市 

30+ プログラム校

4 校

ECのある国 

5カ国

40

オンキャンパス校  

2 校
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ECモントリオール

ECボストン

ECニューヨーク

ECワシントンDC

ECトロント

ECオンキャンパス
ニューヨーク州立大学

ECマイアミ

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オンキャンパス
UCSCシリコンバレー

エクステンション
ECマルタ

ECマンチェスター

ECオックスフォード
ECブリストル

ECブライトン
ECロンドン
ECケンブリッジ

ECケープタウン

ECの２都市・２カ国留学システム 
ECではアメリカの西海岸と東海岸、イギリスとマ
ルタ等、どんな組み合わせも可能です。また最初
の学校で勉強した内容やテスト結果はECオンラ
イン上に記録として残り、使用する教育メソッド
も共通です。費用的にも２校目での入学金は免
除、学費の長期留学割引なども維持されるので、
新しい国、新しい街で勉強続けた時の無駄が少
なく、スムーズに勉強が続けられます。

在校生の国籍数 

140 カ国

1年間の総在学生数

45,000 名

41
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南アフリカ共和国 
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。 

ケープタウン

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

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。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。

EC各校
国別ガイド

トロントのCNタワー前でポーズの海鳥

バンクーバーのカラフルなトーテンポール

ケープタウンのペンギンカップル

夕焼けのニューヨークダウンタウン
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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。

マルタ・マルタ30+

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

緑あふれるブリストルの吊り橋の風景

自然の景観にも恵まれたマルタのビーチ

サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジ

マイアミ・サウスビーチの青く透き通る海

夕焼けのニューヨークダウンタウン

石畳のオックスフォード市内の街並み

ロンドンの象徴地下鉄のサイン

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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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

  Boston     
　・長期留学生には現地大学生とのカンバセーションパートナー紹介制度あり
　・ハーバード大学を要する大学の街。大学進学を目指す学生も多く、落ち着いて勉強したい人向け
　・週末を利用したニューヨーク旅行も簡単。大都会生活は避けてのアメリカ東海岸留学

18
教室数

12
平均クラス人数 

(最大15)

 270 
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

無料WIFI

図書室

自習室

学生ラウンジ

キッチンエリア

大学進学サポート

EC 
ボストン  

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	(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	

学生シェアアパート:	スタンダード		
																																					コンフォート	

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

23% サウジアラビア

13% 韓国

8% 日本

7% コロンビア

5% タイ

5% トルコ

7% ブラジル

6% 台湾

4% 中国 

22% その他 (50)

学校フロントデスク 学校周辺の様子

学生ラウンジ

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週4回

学校イベント・
アクティビティー

コース教材

コースに無料で含まれるもの

古き良きアメリカの趣と近代都市アメリカの魅力の調和した大学の街

長期留学生
学習カウンセリング
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

new england
aquarium

boston
harbour

boston
harbour
cruises

christopher columbus
waterfront park

faneuil hall &
quincy market

old state house

freedom trail

state st station

norman b
levanthal park

government
center station

boston
common

frog
pond

cambridge st

beacon st

congress st

state st

cross st

FANEUIL HALL
MARKETPLACE

NORTH
END

EC 

Distance from EC

swan boats 2km

back bay 5km

harvard university 10km

salem 24km

cape cod 112km

martha’s vineyard 153km

�
←
�
↑
↓
↓

400 m
approx. 5 min walk

EC	ボストン

夕焼けのザキム・ブリッジ

公園でのピクニック

学校近くのマーケット外観

教室風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
シックスフラッグス遊園地
ファニエルホール＆マーケット
マーサズヴィンヤード日帰り旅行
週末ワシントン&ニューヨーク旅行

スポーツ
本場大リーグレッドソックス試合観戦
ECサッカーチーム

グルメ
Harboonブルワリー見学、地ビールを堪能
学校スタッフと一緒にスイーツアフタヌーン

アート＆ミュージック
ボストン交響楽団コンサート
ボストン市立美術館

学び
ハーバード大学＆MITキャンパスツアー

ファニエルホールのすぐそば、交通の要所の街の中心地
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

18% 日本

14% 韓国

9% スイス

8% ブラジル

5% トルコ

5% フランス

6% 台湾

6% サウジアラビア

4% イタリア

25% その他 (51)

   New York  
　・学校を出るとそこはタイムズスクエア。ニューヨークにいることを常に実感できる最高の立地
　・ECグローバル人材育成プログラム、NYフィルムアカデミーでの短期プログラムも受講可能
　・「大人の留学」のための30+コースがあり、同年代で共に学べる環境

10
教室数

12
平均クラス人数

	(定員15)

 150 
学校定員

22 
学生用コンピューター

16
受入最低年齢

スマートボード

無料WiFi

自習室

学生ラウンジ

大学進学サポート

EC 
ニューヨーク

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

学校フロントデスク 学校建物外観

学生ラウンジ

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)

ケンブリッジ試験対策	(20/30)

グローバル人材育成プログラム

キャリア英語実習

英語+ダンス	,	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	

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:	コンフォート	

夏季学生レジデンス:	スタンダード　　　　				

アメリカらしい刺激に満ち溢れた街、世界中からの留学生が集まります

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週2回

学校イベント・
アクティビティー

コース教材

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

日本語スタッフ
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

EC	ニューヨーク
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station
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rockefeller
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carnegie hall
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650 m
approx. 8 min walk

Distance from EC

soho 4km

east village 5km

brooklyn bridge 5.5km

statue of liberty 8km

£
↓
↓
£

The Lion King

Chicago

Wicked

Jersey Boys

都会のオアシスセントラルパーク

学校の目の前タイムズスクエア

自由の女神像

クラス風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
エンパイアステートビルディング見学
セントラルパーク散策
メイシーズ、5番街でのショッピング
週末ワシントンDCツアー
週末トロント&ナイアガラの滝ツアー

スポーツ
本場大リーグ試合観戦
屋内ロッククライミング

グルメ
ブルックリンブルワリー見学、地ビールを堪能
ニューヨークホットドッグ巡り！

アート＆ミュージック
本場ミュージカル鑑賞
MOMA美術館フリーナイトで美術鑑賞

学び
アーミッシュビレッジ訪問で文化体験

タイムズスクエアから徒歩2分、マンハッタンの中心
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

24% サウジアラビア

20% ブラジル

12% コロンビア

8% 韓国

3% 台湾

3%エルサルバドル 

5% ベネズエラ

4% タイ

2% 日本

19% その他 (26)

11
教室数

12
平均クラス人数

 (定員15)

 165 
学校定員

11 
学生用コンピューター数

18
受入最低年齢

EC 
ワシントン DC

スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

大学進学サポート

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

学校フロントデスク 学校建物外観

学生ラウンジ

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)

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	

学生レジデンス:	スーペリア

アメリカ政治の中心地、首都ならではのダイナミックさに触れられる大人の街

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週1回

学校イベント・
アクティビティー

コース教材

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

日本語スタッフ

  Washington,DC 
　・受入年齢18歳以上。アメリカ政治の中心地で社会人留学にも最適
　・2015年開校の新しくフレッシュな学校。きれいな校舎と最新の学習機材で勉強できる
　・校長先生は日本での英語教育の経験のある親日家、何かあった時にも安心
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

ECワシントン,	DC

federal triangle

the white house

constitution ave

the world 
bank

vietnam veterans’ memorial

george 
washington 
university

international spy museum

federal bureau of investigation

washington monument national mall
united 
states 
capitollincoln memorial

Martin Luther King 
Jnr Memorial 

john f kennedy centre
for the performing arts

tidal basin

potomac river

foggy bottom

k st nw

connecticut ave nw

ny avenue nw

independence ave

pennsylvania ave

EC 

2 km
approx. 20 min walk

Jefferson Memorial

National Archives

National 
gallery

Air and 
Space 
Museum

Natural 
History 
Museum

National Geographic Museum

Smithsonian 
Castle

Renwick Gallery 

Distance from EC

U-Street neighborhood 2.6km

National Zoo 3.7km

Georgetown  2.3km

Rock Creek Park 3.3km

Arlington Cemetery   5.5km

リンカーン像方面から眺めるワシントンモニュメント

クラス風景

アメリカ大統領官邸ホワイトハウス

自然光のあふれる教室

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
国立航空宇宙博物館
ワシントンモニュメント
アーリントン国立墓地
国立自然史博物館
週末ニューヨーク旅行

スポーツ
本場大リーグ観戦
ECサッカークラブ

グルメ

アート＆ミュージック
ナショナルギャラーリー
ヒルウッドミュージアム

学び
国立公文書館

地下鉄駅のすぐ目の前、ホワイトハウスからは徒歩10分
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

19% サウジアラビア

15% 韓国

14% 日本

9% ブラジル

5% トルコ

4% フランス

7% スイス

6% 台湾

3% コロンビア

18% その他 (36)

   San Francisco    
　・街の中心地ユニオンスクエアから徒歩5分の好立地。落ち着いたビジネス街にあり社会人にもお勧め
　・カリフォルニア州立大学(UCSC)シリコンバレーキャンパスでのエクステンションコース編入
　・現地大学生と生活する学生レジデンスが人気

15
教室数

12
平均クラス人数

(定員15)

 222 
学校定員

23
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

EC 
サンフランシスコ

スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

大学進学サポート

建物内カフェ

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

学校フロントデスク 学校建物外観

学生用コンピューター

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)

ケンブリッジ試験対策	(30)

Higher	Score®	TOEFL	(30)

個人レッスン

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	

学生レジデンス:	スタンダード	
																															コンフォート		または	
　　　　　　　　				

洗練された街並み、交通の便の良いカリフォルニアの都会

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週4回

学校イベント・
アクティビティー

コース教材

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

EC	サンフランシスコ

Distance from EC

coit tower 1.5km

fisherman’s wharf 2km

lombard street 2km

mission dolores park 4km

alcatraz 5km

golden gate bridge 8km

↑
↑
�
�
�
�

yerba buena
gardens

museum of 
modern art

ferry building
marketplace

cable car
route

cable car 
route

oakland bay
bridge

CHINATOWN FINANCIAL
DISTRICT

UNION SQUARE
SHOPPING DISTRICT

market st

m
ontgom

ery st

pine st
bush st

geary st

mission st

fo
lsom st

the  embarcadero 

400 m
approx. 5 min walk

EC 

ゴールデンゲートブリッジの夕焼け

徒歩5分、みんなで楽しむダウンタウン

名物のケーブルカー

クラス風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
脱獄島として有名なアルカトラズ島ツアー
週末ラスベガスツアー
週末ロサンゼルスツアー

スポーツ
ゴールデンゲートブリッジ・サイクリング
本場大リーグ観戦
ECバスケットボールチーム参加

グルメ
カリフォルニアワイン、ワイナリーツアー
世界最大のチャイナタウンでの飲茶
フィッシャーマンズワーフのシーフード

アート＆ミュージック
サンフランシスコ近代美術館

地下鉄駅から徒歩3分、街の中心ユニオンスクエアからも徒歩ですぐ
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

25% サウジアラビア

19% スイス

13% 日本

10% 韓国

3% 台湾

2% トルコ

10% ブラジル

5% イタリア

2% スペイン

11% その他 (35)

  San Diego  	
　・オーシャンビューの屋上バルコニーからは海が一望でき、学校前の芝生の公園で会話の授業をすることも
　・ホストファミリー宅での個人レッスン付き、アカデミックホームステイあり
　・日本人が少な目の、カリフォルニア留学の穴場。プール付き学生寮滞在も人気

19
教室数

12
平均クラス人数

 (定員15)

 228 
学校定員

27 
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

屋外テラス

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

キッチンエリア

大学進学サポート

EC 
サンディエゴ

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

学校フロントデスク 学校建物外観

学生コンピューター

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)

ケンブリッジ試験対策	(20/30)

Higher	Score®	TOEFL	(30)	

個人レッスン,	カリフォルニア・ドリーム

英語+サーフィン

滞在先オプション 
ホームステイ:	スタンダード	,	アカデミック	 

学生レジデンス:	コンフォート,	スーペリア	　　　　　　　　				

温暖な気候に恵まれた、落ち着いた海辺の街でのカリフォルニア留学

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週3回

学校イベント・
アクティビティー

コース教材

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

ECサンディエゴ

Distance from EC

pacific beach seafront 7km

torrey pines golf course 9km

seaworld 15km

gaslamp quarter 22km

balboa park 24km

mexico 49km

los angeles 180km

↓
↑
↓
↓
�
�
↑

EC 

museum of 
contemporary art

seal
watching

the wall street
plaza shopping centre

athenaeum 
music & arts library

la jolla
country park

la jolla
community park

prospect st

to
rrey

 pines
 rd

pearl st

girard ave

coast blvd

la jolla cove la jolla
shores

coast walk
trailprospect pl

400 m
approx. 5 min walk

ラ･ホヤの海岸線

最高の眺めが楽しめる学生テラス

サーフィンスクールもすぐ目の前

授業風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
サンディエゴ動物園
サファリパークツアー
週末ラスベガスツアー
週末ロサンゼルス・ディズニーランドツアー

スポーツ
体験サーフィン
ECサッカーチーム参加

グルメ
メキシコ料理・TEX MEX

アート＆ミュージック
ダウンタウン歴史地域でのフェスティバル

学び
UCSD大学キャンパスツアー
地元施設でのボランティアディナー参加

オーシャンビューの学校テラス、高級リゾートのラ・ホヤビーチ
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

25% サウジアラビア

20% 日本

13% ブラジル

12% スイス

2% 台湾

2% イタリア

7% トルコ

3% 韓国

2% ロシア

14% その他 (54)

  Los Angeles     
　・ECのあるサンタモニカは交通が便利で治安が良いと言われている地域。ショッピング通りもすぐそば
　・ホストファミリー宅での個人レッスン付き、アカデミックホームステイあり
　・LAが本校、ニューヨークフィルムアカデミーで映画製作や演技の短期プログラムに参加できる

21
教室数

12
平均クラス人数

 (定員15)

 225 
学校定員

29 
学生コンピューター数

16
受入最低年齢

EC 
ロサンゼルス 

スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

大学進学サポート

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

学校フロントデスク 学校建物外観

学生ラウンジ

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)

ケンブリッジ試験対策	(20/30)

Higher	Score®	TOEFL	(30)	

個人レッスン

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	,	アカデミック	

学生シェアアパート:	スタンダード		,	コンフォート

																																						スーペリア			　　　　　　　　				

ハリウッド、ビーチ、ディズニーランド…、観光&アクティビティー満喫派にお勧め

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週5回

学校イベント・
アクティビティー

コース教材

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

日本語スタッフ
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

ECロサンゼルス

santa monica
pier

santa monica
beach

santa monica place
shopping complex

palisades
park

pacific
park muscle

beach

3 rd street

lincoln blvd

ocean ave

pacific coast highway

wilshire blvd

santa
 monica blvd

colo
rado avebroadway

santa monica freeway

EC 

400 m
approx. 5 min walk

Distance from EC

venice beach 4km

beverly hills 11km

hollywood          
walk of fame 19km

↓
�
�

3RD STREET
PROMENADE

カラフルなサンタモニカ埠頭

サンタモニカビーチの朝

刺激的なストリートライフ

授業風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
ビバリーヒルズツアー
ハリウッドツアー
週末ディズニーランド&ユニバーサルスタジオ
週末ラスベガスツアー

スポーツ
ECビーチバレー、サイクリング
大リーグドジャース観戦

グルメ
インターナショナルディナーナイト
カリフォルニア・オーガニックフード

アート＆ミュージック
ゲッティーセンター美術間
ノートンサイモン美術館

学び
UCSLA大学キャンパスツアー

サンタモニカビーチから徒歩5分、バス停は学校のすぐ前
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

24% スイス

14% ブラジル

8% サウジアラビア

8% イタリア

4% 日本

4% 韓国

6% ドイツ

5% フランス

4% ロシア

23% その他 (46)

   Miami    
　・冬がベストシーズン、ビーチが大好きで寒いのが苦手なみなさんに1年中おすすめの留学先
　・ECは治安が良いと言われるサウスビーチ市に立地、プール付きコンドミニアム寮が人気
　・校長先生は日本が流暢、日本で英語を教えていたこともある頼りになる先生

9
教室数

12
平均クラス人数

 (定員15)

 135 
学校定員

26 
学生コンピューター数

16
受入最低年齢

EC 
マイアミ 

スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

大学進学サービス

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

学校フロントデスク 学校建物外観

学生ラウンジ

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)

ケンブリッジ試験対策	(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	

学生シェアアパート:	コンフォート	
																																							

エメラルドグリーンの透き通る海と白い砂浜、ヨーロッパ人留学生に大人気

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週2回

学校イベント・
アクティビティー

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

コース教材

日本語スタッフ
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

EC	マイアミ

espaniola way

miami beach
botanical garden

bass museum
of art

the fillmore miami beach
at the gleason theatre

south
beach

ocean
drive

flamingo
park & pool

17th st

15th street

alton rd

dade blvd

w
ashington ave

collins ave

lincoln road mallEC 

Distance from EC

art deco district 1km

south pointe park 3.5km

key largo at florida keys 117km

everglades 140km

↓
↓
↓
←

400 m
approx. 5 min walk

マイアミのシンボル椰子の木並木

ECのあるリンカーンロードモール

色鮮やかなサウスビーチ

クラス風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
アールデコ地区散策
ジャングルアイランドアドベンチャー
フロリダディズニーランド
週末バハマツアー

スポーツ
透き通る海でのシュノーケリング
ECサッカーチーム
野球観戦
ビーチヨガ

グルメ
ECビーチバーベキュー

アート＆ミュージック
お洒落に楽しむジャズナイト
ペレス・アートミュージーアム

学び
コミュニティーサービスデー

サウスビーチから徒歩5分、メインエリアのリンカーン通り沿い
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ニューヨーク州立大学 
フレドニア&オスウェゴ

大学カフェテリア

大学学生サービス

• アメリカ現地大学生と一緒にアメリカキャンパ
  スライフが体験できる
• フレドニアもオスウェゴも、五大湖に近い落ち
  着いた小さな町。人々も温か
• キャンパス内寮に暮らせるので治安的にも安心

• ニューヨーク州立大学での聴講制度あり
• 大学本科生との交流プログラムあり
• 体育施設、図書館などの大学施設が利用可能
• フレドニア校はボランティア活動参加も盛ん
• ニューヨーク州立大学留学希望者にも最適

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

全教室
スマートボード

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週２回

開講コース(週レッスン数)

大学進学英語(20/30)

GRE 試験対策

大学進学サポート

滞在先オプション
大学寮

学生サービスに含むもの
大学図書館利用
大学スポーツ施設利用
周辺無料シャトルバス
構内メディカルケア
学生証発行                       等

SUNY The State University
of New York

キャンパスに暮らし、キャンバスで学ぶ留学
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ECフレドニア校
•	 バッファローから車で約50分、学生約5,400名のキャンパス

•	 ニューヨーク州立大学内でも評判の高い音楽・芸術系の学

部があり、1,200席を誇る校内アートセンターでは毎年170以

上の音楽イベントや展示会が開かれている

•	 大学内に地域貢献やボランティア活動への参加を促すオフ

ィスがあり、様々な種類のボランティア紹介、マッチングが

行われている

•	 周辺に大きな街がない分、キャンパス内での行事や活動が

盛ん。しっかり勉強しながら、余暇にはスポーツや大学のイ

ベントを楽しみたい大学生向け

1

3
4

7

5
6 8

9

2

1. THE VILLAGE TOWNHOUSE
2. GLIMMERGLASS FITNESS CENTER
3. PATHFINDER DINING HALL
4. PENFIELD LIBRARY

5. COOPER DINING HALL/ FITNESS CENTER
6. MARANO CAMPUS CENTER
7. MARY WALKER HEALTH CENTER

8. SHINEMAN CENTER FOR SCIENCE,    
     ENGINEERING, AND INNOVATION

 LAKESIDE DINING HALL

lake ontario

glimmerglass
lagoon

southwest
athletic

fields

rudolph rd. rudolph rd.

washington blvd.

sh
el

do
n 

av
e.

gre
gory

 st
.

draper
 st

.

bayl
is 

st.

fr
anklin

 ave.

iroquois trail

west end ave.

sw
ee

t r
d.

route 104
new street

main entrance

ECオスウェゴ校
•	 シラキュースから車で45分、学生数約8,000名のキャンパス

•	 大学テレビ局やスポーツ、趣味など150を超える学生サーク

ルがあり、ECの学生も参加可能。	

•	 広大な湖に面した絶好のロケーション。自然に恵まれている

ので、四季を通じて様々なアウトドアスポーツが楽しめる。オ

ンタリオ湖に沈む夕日は絶景

•	 陸上競技、ラクロス、野球、テニス、ゴルフ、アイスホッケー、

サッカー等、スポーツ施設が充実。図書館などと合わせ、現

地大学生と同じキャンパス施設が利用可能

2

1

3
4

5

6

7

8

9

10

11

RUNNING TRACK

RIN
G ROAD

CENTRAL AVENUE

1. COUNSELLING AND HEALTH CENTRES
2. BOOKSTORE AND SHOPS
3. SCIENCE CENTRE
4. REED LIBRARY

5. CAMPUS LIFE OFFICE
6. HEMINGWAY HALL (EC ACCOMODATION)
7. ATHLETICS AND RECREATION
8. KING CONCERT HALL

9. MICHAEL C ROCKEFELLER ARTS CENTRE
10. UNIVERSITY STADIUM
11. ALUMNI HOUSE AND CONFERENCE CENTRE

コース受講期間 

4 週間以上 
学校定員

45 名  
教室数 

3 室  
学生用PC 

20 台                                             
受入最低年齢 

17 歳  
平均クラス人数

13 名                                            
(最大17名)  

様々なスポーツ施設が利用可能 緑溢れる広大なキャンパス
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

22% ブラジル

11% コロンビア

11% 日本

8% メキシコ

5% 韓国

4% ドイツ

7% サウジアラビア

7% スイス

3% イタリア

22% その他 (62)

   Montreal    
　・英語、フランス語、バイリンガルコースがあり、ホストファミリーでの使用言語も選べるユニークな留学先
　・様々なジャンルの料理が学べる、英語	/フランス語	+	料理コースあり
　・日本人率の低い学校ながら日本語スタッフが常駐、EC各校の中でも特に学生満足度の高い校舎

22
教室数

13
平均クラス人数

 (最大15)

16
Higher Score® 

平均クラス人数 (最大18)

 285 
学校定員

10 
学生用コンピューター

16
受入最低年齢

EC 
モントリオール

スマートボード

無料WiFi

自習室

学生ラウンジ

大学進学サポート

建物内フードコート

キッチンエリア

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

学校フロントデスク 学校建物外観

ラウンジ&キッチンエリア

 "北米のパリ"と呼ばれる美しい街並みの、英仏バイリンガル都市

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)

アカデミックイヤー	(20/24/30)

Higher	Score®	IELTS	(20)

DELF・DALF試験対策	(20+10)

個人レッスン

英語/フランス語+料理

ファームステイ,		チャリティーボランティア

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:	ススススス	スーペリア	
																																							

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週1回

学校イベント・
アクティビティー

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

日本語スタッフ
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

ECモントリオール

montreal canadiens
hall of fame

central
station

scotia bank movie theatre &
start of the underground city

le faubourg
mall

museum
of fine arts

canadian centre
for architecture

mont
royal

guy st

crescent st

peel st

sa
in

t c
at

her
in

e s
t w

de m
aiso

nneu
ve b

lv
d

re
ne l

ev
es

que b
lv

d

sa
int a

nto
ine s

t w
sa

in
t j

ac
ques

 st
 

sh
er

br
ooke

 st
 w

pin
e a

ve
 w

MUSEUM
QUARTER

PLACE
DES ARTS

CHINESE
QUARTER

dr p
en

fie
ld

 ave

400 m
approx. 5 min walk

EC 

Distance from EC

notre dame basilica 2.8km

old montreal 2.5km

la ronde amusement park  7.4 km

�
�
�

ヨーロッパの街並みを思わせる旧市街

教室風景

夏の花火

自然光あふれる教室

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
旧市街歴史地区散策
ノートルダム大聖堂
週末ケベックシティー/ナイアガラの滝ツアー
週末ニューヨークツアー

スポーツ
マウントロイヤルハイキング
ECボウリング大会

グルメ
モントリオール名物プーティン
地元ワインテイスティング
ワイナリー巡り

アート＆ミュージック
カナダで最も古いモントリオール美術館
モントリオール映画祭

学び
料理

地下鉄駅から徒歩3分、建物内にフードコートのある便利な立地
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

23% ブラジル

16% 韓国

16% 日本

12% サウジアラビア

4% 

3% コロンビア

5% トルコ

4% スイス

3% フランス

14% その他 (51)

   Toronto    
　・就職&転職に有利なグローバル人材育成プログラム開講校
　・30+プログラムがあるので、同年代の留学生たちと同じクラスで学べる
　・ECはトロントのアップタウン、便利で落ち着いたエリアに位置

22
教室数

14
平均クラス人数

 (最大15)

16
Higher Score® 

平均クラス人数(最大8)

330 
学校定員

29 
学生コンピューター数

16
受入最低年齢

EC 
トロント

スマートボード

無料WiFI

自習室

学生ラウンジ

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

キッチンエリア

formerly
known as
LSC

UNDER THE AUSPICES OF CONESTOGA
COLLEGE IELTS TEST CENTRE

図書室

建物内カフェ

大学進学サポート

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

案内デスク 学校建物外観

学生エリアで一休み

 都会&国際派の学生に人気のカナダ経済の中心地、TOEIC集中コースあり

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	(20/24/30)

ケンブリッジ英検対策	(20/30)

Higher	Score®	IELTS/TOEFL/TOEIC	(20/24/30)

個人レッスン

グローバル人材育成プログラム

ファームステイ,		チャリティーボランティア

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		

レジデンス&夏季レジデンス:	スタンダード	　

学生シェアアパート:	スタンダード																																									

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週5回

学校イベント・
アクティビティー

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

日本語スタッフ
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

ECトロント

eglinton ave w

yonge st

st clair ave w

bloor st

dupont st

eglinton
park

kensington
market

yonge & eglinton
subway

casa
loma

don valley
brickworks park

GREEK TOWN

town inn
suites

AGOROM

LITTLE ITALY

THE ANNEX

DISTILLERY
DISTRICT

LESLIEVILLE

eaton 
centre

don valley pkw
y

allen rd

EC

2 km
approx. 20 min walk

Distance from EC

cn tower 8km

beaches park 14km

canada’s wonderland 28km

niagara falls 140km

↓
�
�
�

トロントのユニークなスカイライン

トロント観光も満喫

ナイアガラの滝にかかる虹

授業風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
トロントの象徴CNタワー
透明パネルが圧巻、リプレイズ水族館
週末ナイアガラの滝ツアー
週末ニューヨークツアー

スポーツ
やっぱりカナダ、アイスホッケー観戦
ECサッカーチーム参加
スキー&スノーボード

グルメ
地ビール工場見学&テイスティング

アート＆ミュージック
ロイヤルオンタリオ美術館

地下鉄駅から徒歩3分、便利且つ落ち着いたエリア
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

24% 韓国

23% ブラジル

14% スイス

8% 日本

4% コロンビア

3% ドイツ

5% メキシコ

5% サウジアラビア

3% トルコ

11% その他 (33)

  Vancouver   
・ECで学んでからスプロットショーカレッジでの専門課程に入る修了証プログラムが人気
・ECはヨーロッパ発祥の学校らしく、バンクーバーの学校の中で日本人率が低め
・TOEIC集中コースがあるので、帰国後の就職・転職活動も安心

19
教室数

14
クラス平均人数

 (最大15)

16
Higher Score® 

クラス平均人数 (最大18)

 285 
学校定員

19 
学生用コンピューター

16
受入最低年齢

EC 
バンクーバー

スマートボード

無料WiFI

自習室

学生ラウンジ

ケンブリッジ英検
公式テストセンター

キッチンエリア

図書室

大学進学サポート

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

案内デスク 学校建物外観

学生休憩エリア

抜群の住みやすさ、初めての留学を安心して過ごしたい留学生に人気

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	(20/24/30)

ケンブリッジ英検対策	(20/30)

Higher	Score®	IELTS/TOEFL/TOEIC	(20)

個人レッスン

ファームステイ,		チャリティーボランティア

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	

レジデンス:	スタンダード		,コンフォート

																																							

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週4回

学校イベント・
アクティビティー

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

日本語スタッフ
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

ECバンクーバー

howe st

granville st

burrard st

seymour st dunsmuir st

robson st

w hastings st

cordova st

w georgia st

GASTOWN

CHINATOWN

ROBSON
STREET

art gallery

steam
clock

portside
park

harbour
centre

seabus
terminal

canada
place

olympic
cauldron

pacific centre

orpheum
theatre

robson
square

chinese
garden400 m

approx. 5 min walk

Distance from EC

granville island 3km

stanley park 3km

whistler 120km

�
�
↑

EC 

緑溢れるスタンリーパークのトーテムポール

ビーチからの夕陽

クラス風景

参加型の授業

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
グランヴィルアイランドツアー
クイーンエリザベス公園で過ごす休日
週末ウィスラーツアー
アメリカにも行ける、週末シアトルツアー

スポーツ
やっぱりカナダ、アイスホッケー観戦
ECサッカーチーム参加
セイリング
カヤッキング
スキー&スノーボード

グルメ
ECパブナイト
移民の街で楽しむ世界各国料理

アート＆ミュージック
バンクーバー美術館

地下鉄駅を出てすぐ、スターバックスやコンビニも目の前
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

10% ブラジル

10% トルコ

9% スイス

9% イタリア

6% 韓国

5% サウジアラビア

8% フランス

7% 日本

5% スペイン

31% その他 (24)

   London    
　・就職&転職に有利なグローバル人材育成プログラム開講校
　・30+プログラムがあるので、同年代の留学生たちと同じクラスで学べる
　・ECはキングスクロス駅にも近い、パリ行き列車の発着するユーストン駅の目の前

14
教室数

11
平均クラス人数 

(最大14)

 168 
学校定員

16 
学生用コンピューター

16
受入最低年齢

EC 
ロンドン

スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

スターバックス

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

建物内カフェ

案内デスク 交通の便の良い立地

学生ラウンジ

都会ながら歴史ある街並みや音楽、博物館などイギリスの全てが凝縮された街

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	(30)

個人レッスン

グローバル人材育成プログラム

滞在先オプション 
ホームステイ:	スタンダード	,	コンフォート	

レジデンス&夏季レジデンス:	コンフォート

学生シェアハウス:	スタンダード	

ワンルームアパート:	スーペリア		または	

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週4回

学校イベント・
アクティビティー

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

コース教材

for the teaching 
of English
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

コースに無料で含まれるもの

ECロンドン

euston

russell
square

king’s cross
station & shopping

the brunswick
shopping centre

st pancras
station

leicester
square

oxford
circus

british
museum

oxford street

st paul’s
cathedral

regent’s
park

river thames

WEST END

COVENT
GARDEN

SOHO

eversholt st

tottenham court rd

regent st

euston rd

holborn

king ’s cross rd

high holborn

From EC by underground

camden town 9 min

piccadilly circus 14 min

buckingham palace 18 min

london eye 22 min

brick lane 22 min

↑
�
↓
↓
→

EC

charlotte st

500 m

approx. 6 min walk

ピカデリーサーカスのユニオンジャック

国会議事堂前で

コンピューターエリア

クラス風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
入場料は無料、大英博物館
高級デパートハロッズでのショッピング
ハリーポッタースタジオツアー
週末ケンブリッジ/オックスフォードツアー
週末パリ/アムステルダムツアー

スポーツ
ECサッカーチーム参加

グルメ
学校スタッフや先生と楽しむECパブナイト
インターナショナルフードパーティー

アート＆ミュージック
本場ミュージカル鑑賞
テート･モダン現代美術館

パリ行き列車発着、交通の要所駅のすぐ目の前
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

17% サウジアラビア

11% 韓国

11% スイス

9% トルコ

6% イタリア

4% コロンビア

8% 日本

7% ブラジル

3% ロシア

24% その他 (34)

   Oxford     
・オックスフォード大学の学生とのディベートクラブあり。聞いているだけでも大きな刺激に
・しっかりと学びたい長期留学生の多い学校、オックスフォード大学の無料講座への参加も
・緑あふれる公園、ボート遊びも楽しめる川沿いの散策等、落ち着いた生活が送れる

15
教室数

12
平均クラス人数

 (定員15)

 204 
学校定員

17 
学生用コンピューター数

16
受入最低年齢

EC 
オックスフォード

スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

キッチンエリア

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

案内デスク 学校建物外観

学生ラウンジのビリヤードで交流

ハリーポッターのモデルとなった建物も多い美しく活気ある学園都市

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	(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	

ワンルームアパート:	コンフォートスス

夏季レジデンス:	スタンダード

																																							

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週2回

学校イベント・
アクティビティー

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

コース教材

for the teaching 
of English
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

コースに無料で含まれるもの

ECオックスフォード

EC 

worcester
college lake

covered market &
clarendon centre

oxford
botanic gardencorpus christi

college

central
library

bodleian
library

odeon
cinema

mansfield
college

pitt rivers
museum

university
college

magdalen
college

oxford university museum
of natural history

museum of history
of science

ashmolean museum
of art & archaeology

radcliffe
camera

christ church
college

trinity
college

oxford university
press

balliol
college

high st

queen st

park end st

beaumont st

oxford
station

From EC

oxford university parks
13 min walk

london
1 hr by train

�
←

300 m
approx. 2½ min walk

川沿いに並ぶボート

大学の街を散策

オックスフォード大学群

授業風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
オックスフォード大学巡り
大学博物館や植物園
ボートでのゆったり川下り
ハリーポッタースタジオツアー
郊外アウトレットショッピング
週末ロンドン旅行

スポーツ
ECサッカーチーム参加
インドアスキー&そのーボード

グルメ
英国伝統パブ巡り

アート＆ミュージック
オックスフォード現代美術館

学び
大学無料レクチャー参加

市内中心バスターミナルのすぐそば。目の前には可愛いマーケットも
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

13% イタリア

10% 韓国

7% トルコ

7% スイス

6% フランス

6% コロンビア

6% サウジアラビア

6% スペイン

6% ブラジル 

33% その他 (44)

  Cambridge     
・市内中心地にある唯一の語学学校、放課後も気軽にクラスメートと出かけられる
・気軽に自転車をレンタル、週末には郊外に出かけてアフタヌーン&クリームティーを
・ケンブリッジ大学の無料レクチャーをチェック、現地大学生に混じって聴いてみる

14
教室数

12
平均クラス人数

 (定員14)

 203 
学校定員

20
学生用コンピューター

16
受入最低年齢

EC 
ケンブリッジ

スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

案内デスク 便利な学校周辺環境

学生ラウンジエリア

赤いレンガ造りの可愛らしい街並み、イギリスにいることを心から実感

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	(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	,	スーペリア	

夏季レジデンス:	コンフォート	　

																																							

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週2回

学校イベント・
アクティビティー

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

コース教材

for the teaching 
of English
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

コースに無料で含まれるもの

ECケンブリッジ

great
court

saint john’s
college

sidney st

jesus ln

king st

m arket st

↓
 ↓
↓

ri
ve

r 
ca

m ki
n

g’
s p

ar
ad

e

200 m

approx. 2½ min walk

From EC

fitzwilliam museum
8 min on foot

cambridge university
botanic garden

17 min on foot

london
40 min by train

EC 

queen’s
college

king’s
college

jesus
college

christ’s pieces
park

THE BACKS

adc
theatre

parker’s piece 
park

cambridge
arts theatre

christ’s
college

grand arcade
shopping centre

jesus ln

king st

From EC

fitzwilliam museum
20 min on foot

cambridge university
botanic garden

24 min on foot

london
40 min by train

ki
ng

’s 
pa

ra
de

the grafton 
centre

parkside

ea
st

 ro
ad

mumford 
theatre

anglia ruskin 
university

newmarket road

大学群の１つエマニュエルカレッジチャペル

市内中心部は全て徒歩か自転車で

参加型の楽しい授業

授業風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
ケンブリッジ大学巡り
キングスカレッジ訪問
ボタニック植物園見学
ボートでのゆったり川下り
週末ロンドン旅行

スポーツ
ECサッカーチーム参加
プレミアムリーグ観戦

グルメ
英国伝統パブ巡り
隣村での週末クリームティー

アート＆ミュージック
フィッツウィリアム美術館
ADCシアターでの本場英国演劇

学び
大学無料レクチャー参加

ケンブリッジ中心部唯一の語学学校。カフェやテイクアウトも豊富
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

18% サウジアラビア

13% スイス

9% 韓国

9% トルコ

5% フランス

4% ブラジル

7% イタリア

6% スペイン

3% コロンビア

26% その他 (51)

   Brighton    
　・海辺の広い空、ゆったりとした留学生活が送れるイギリス国内リゾート留学
　・地元テレビ局や新聞社が近く、合同スペシャルプログラムが行われることも
　・ECは海辺から1ブロック、交通の便のよい街の中心地にあり便利

17
教室数

13
平均クラス人数

 (定員15)

 235 
学校定員

28 
学生コンピューター数

16
受入最低年齢

EC 
ブライトン

スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

案内デスク 海のすぐそば、校舎外観

学生ラウンジ

ロンドンから僅か1時間、白亜の瀟洒な建物の並ぶイギリスの海辺の街

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	(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	,	コンフォート	

																																		スーペリア	

夏季レジデンス:	スタンダード	 　

																																							

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週3回

学校イベント・
アクティビティー

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

コース教材

for the teaching 
of English
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

コースに無料で含まれるもの

ECブライトン

w
es

t s
t

m
an

ch
es

te
r 

st

edward st

king’s rd

prince albert st

brighton
pier

brighton
wheel

brighton
beach

coach
station sealife

centre

royal
pavilion

old steine 
transport hub

theatre
royal brighton museum

& art gallery

THE LANES

churchill square
shopping centre

the brighton
centre

grand
hotel

grand junction rd

EC 

200 m

approx. 2½ min walk

From EC

brighton station
15 min walk

west pier & hove
15 min walk

brighton marina
25 min walk

london
51 min by train

�
←
→
↑

みんなで楽しめるブライトン埠頭

小石のビーチを散策

街の象徴ロイヤルパビリオン

クラス風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
ユニークな外観のロイヤルパビリオン
ブライトン埠頭&観覧車
白亜の断崖絶壁セブン･シスターズ
週末ロンドン/オックスフォード旅行

スポーツ
ECサッカーチーム参加
ECビーチバレー
海辺を走るジョギングクラブ

グルメ
英国伝統パブ巡り
ビーチで頬張るフィッシュ&チップス

アート＆ミュージック
ロンドンミュージカルナイトツアー
ブライトンアートギャラリー

ブライトン市内中心バス停の集まる便利なエリア、且つ海もすぐそば
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

14% サウジアラビア

13% スペイン

11% スイス

10% 韓国

6% コロンビア

4% クウェート

9% トルコ

9% イタリア

3% リビア

21% その他 (36)

   Bristol     
　・ロンドンから電車で２時間、物価が低く徒歩圏の寮も多い暮らしやすい街
　・都市機能と自然の調和した街で、中・長期留学生におすすめ
　・市中心部からのアクセスの良い国際空港があり、留学中のヨーロッパ旅行にも実は便利

18
教室

12
平均クラス人数

 (定員14)

 191 
学校定員

21 
学生コンピューター

16
受入最低年齢

EC 
ブリストル

スマートボード

無料WiFi

資料室

自習室

学生ラウンジ

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

案内デスク 学校建物外観

学生ラウンジ

イギリス南西部の中心都市、日本ではまだ馴染みの薄い穴場的留学先

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	(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:	コンフォート	

"TWODIO"`セミツイン学生アパート:	スタンダード	 

学生ワンルーム:	コンフォート	　
																																							

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週4回

学校イベント・
アクティビティー

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

コース教材

for the teaching 
of English
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

コースに無料で含まれるもの

ECブリストル

at-bristol
museum

bristol old vic
theatrewatershed 

media centre

cabot
tower

brandon hill 
nature park

bristol
cathedral

university of
bristol

the galleries
shopping centre

st nicolas
market

st mary redcliffe
church

arnolfini
arts centre

queen
square

cabot circus
shopping centre

castle 
park

baldwin stcollege green

floating harbour

EC 

400 m
approx. 5 min walk

From EC

bristol zoo gardens
35 min walk

clifton suspension bridge
36 min walk

bath
30 min by train

stonehenge
1 hr 20 min by car

london
2 hr by train

�
←
�
�
→

ss great britain

aquarium

hippodrome
theatre

cinema

colston hallo2 academy

緑豊かなブリストル郊外のクリフトン吊り橋

みんなで市内散策

クラス風景

授業風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
ブリストルの象徴、クリフトン吊り橋
夏の気球フェスティバル
世界遺産バース
ストーンヘンジツアー
週末ロンドン旅行

スポーツ
高低差も楽しいサイクリング
ECサッカークラブ

グルメ
カポットタワーでのクリームティー

アート＆ミュージック
伝説の覆面芸術家バンクシーのストリート
アート巡り

街の中心クイーンズスクエアに面して建つ学校
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

24% サウジアラビア

13% コロンビア

9% クウェート

8% ブラジル

5% スペイン

4% イタリア

6% トルコ

6% スイス

3% リビア

22% その他 (31)

   Manchester    
　・都会でありながら物価が低めなのが魅力、費用を抑えたイギリス留学が可能
　・運河沿いの可愛らしい散策路、レンガ造りの街並みなどサッカーだけでなく女子も楽しめる街
　・市内中心近くに国際空港があり、留学中のヨーロッパ旅行にも実は便利

9
教室数

12
平均クラスサイズ

 (定員15)

 135 
学校定員

18 
学生用コンピューター

16
受入最低年齢

EC 
マンチェスター

スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

案内デスク 学校建物外観

学生ラウンジ

イギリス第２の都市と呼ばれるイギリス北部の中心都市

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	(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

学生ワンルーム:	スーペリア 

夏季レジデンス:	スタンダード	 　

																																							

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週4回

学校イベント・
アクティビティー

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

コース教材

for the teaching 
of English



77

Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

コースに無料で含まれるもの

ECマンチェスター

EC 

manchester visitor
information centre

arndale
shopping

centreroyal
exchange

theatre
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people’s history

museum

university of 
manchester

manchester central
convention complex

piccadilly
gardens

manchester
piccadilly

station

manchester
art gallery

museum of
science & industry

town hall

central library chinatown

northern
quarter

100 m
approx. 1¼ min walk

canal st

From EC

manchester united
football ground

10 min by train

rusholme
7 min by taxi

the printworks
15 min walk

salford quays
10 min by taxi

whitworth st

portla
nd st aytoun st

chorlton st

princess st

oxford stal
bi

on
 st

fo
unta

in
 st

bridge st

de
an

sg
at

e

liverpool rd

マンチェスター市内を流れる運河

重厚な建物の建ち並ぶ市内中心部

ナショナルフットボールミュージアム

クラス風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
産業革命の発祥地、科学技術博物館
サッカー博物館
ピーターラビットの生まれ故郷、週末湖水
地方旅行
週末リバプールツアー

スポーツ
ECサッカークラブに参加
室内アイススケート
サッカー観戦

グルメ
スポーツバー&パブ巡り

アート＆ミュージック
ミュージカル鑑賞
マンチェスターアートギャラリー

学び
BBC放送局見学

市内中心、バス停もすぐ目の前
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

12% ブラジル

10% フランス

9% ロシア

9% 日本

6% コロンビア

5% スイス

8% トルコ

8% イタリア

5% リビア

28% その他 (28)

   Malta   	
　・細かいレベル分け、豊富なアクティビティーと無料授業が群を抜くマルタの人気校
　・休学生向けのマルタ大学短期留学、50歳以上の方のための特別プログラムなど多彩なコース
　・ヨーロッパ主要都市に比べて治安が良く物価も低め、費用を抑えたヨーロッパ留学が可能

42
教室数

10
平均クラス人数

(定員12)

ミニグループ定員 6 

468 
学校定員

15 
学生用コンピューター

16
受入可能年齢

23
ビジネスミニグループ

受入可能年齢

EC 
マルタ

スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

建物内ビル

屋上テラス

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

案内デスク 学校建物外観

ルーフテラスでの授業

中世の街並みと美しい地中海に恵まれた留学先、EC発祥の地でもあります

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)

ミニグループ一般/ビジネス英語	(20/30)

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/TOEFL	(30)

クラブ50	(20)

個人レッスン,	英語+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	,	
																																						スーペリア	

夏季学生シェアアパート:	スタンダード 	,	コンフォート		

学生ワンルーム:	コンフォート		

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週4回

ウェルカムイベント
アクティビティー

コース教材

ビーチクラブ
会員(夏季)

往復空港送迎 
(ECを通じて滞在先を

申し込んだ場合)

コースに無料で含まれるもの

日本語スタッフ

長期留学生
学習カウンセリング
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

ECマルタ

blue
grotto

valletta

waterpark

sliema

mellieha bay
beach

mosta
dome

st julian’s

malta

three cities

golden bay
beach

blue
lagoon

GOZO

COMINO

MALTA

mdina

5 km

EC 

From Malta by ferry

sicily 90 min ↑

世界遺産指定の首都バレッタ

ゴールデン・ベイでの1日

美しいコミノ島のブルーラグーン

in class

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
世界遺産の古代神殿群、首都バレッタ
イムディーナ夜景ツアー
スリーシティーズ夜景ツアー
EC貸切ボートパーティー
週末ゴゾ島ツアー
週末シチリア島ツアー

スポーツ
ダイビング(ライセンス取得コースあり)

グルメ
地元ワイナリーツアー
地中海の海の幸を生かしたマルタ&各国料理

アート＆ミュージック
毎年恒例、MTVの夏フェス
マヌエル劇場での公演

カフェやホテルの集まるエリアで、観光に便利なバス路線も豊富
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国籍比率

年齢層データ

※学校情報は2016年の情報に基づくもので、今後予告無しに変更になる場合もあります

※国籍データは2015/2016年のデータとなり、時期やコースによって異なります

※通学手段は代表的なものを記載、それ以外の通学手段もある場合があります。

19% リビア

13% ブラジル

12% スイス

9% トルコ

7% アンゴラ

3% フランス

8% イエメン

8% サウジアラビア

2% イラン 

19% その他 (43)

   Cape Town     
　・日本人留学生が少なく、人とは違うユニークな留学先を求める人におすすめ
　・野生動物サファリツアーなどアフリカらしいアクティビティーも豊富
　・ECはウォーターフロントの便利で治安の良い立地

12
教室数

12
平均クラス人数

 (定員15)

180 
学校定員

10 
学生用コンピューター

16
受入可能年齢

(夏季は18歳以上推奨)

EC 
ケープタウン

スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ケンブリッジ試験
公式テストセンター

案内デスク 学校建物外観

学生用自習室

モダンアフリカン、従来のアフリカのイメージが良い意味で裏切られる街

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	(30)

個人レッスン

英語+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:	スタンダード ,コンフォート	

,,

申し込みと同時に開始
無料オンライン学習

無料授業
平均週3回

学校イベント・
アクティビティー

コースに無料で含まれるもの

長期留学生
学習カウンセリング

コース教材 到着時空港送迎 
(ECを通じて滞在先を

申し込んだ場合)
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Blipparアプリで
校内の様子を

自由に見て回れます
学校公式動画も！

コースに無料で含まれるもの

ECケープタウン

v&a
waterfront

imax

clifton
beaches

signal
hill

kirstenbosch
botanical gardens

sa national gallery

company
gardens

cape town tandem paragliding

castle of
good hope

greenmarket square
south african

museum

two oceans
aquarium

cape town
stadium

bo kaap
museum

 bree
 st

buite
ngracht s

tmain
 rd

hig
h le

ve
l r

d

strand st

beach rd

600 m

approx. 7 min walk

From EC

access park
outlet stores

12 min by car

langa township
14 min by car

ostrich ranch
25 min by car

spier wine farm
33 min by car

robben island
37 min by ferry

table mountain
14 min by car

�
�
�
→
↑
↓

EC 

テーブルマウンテンからの眺め

ビーチでサッカー

忘れられないサファリ体験

クラス風景

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
V&A ウォーターフロント
アウトレットショッピングツアー
ロベン島ツアー
テーブル湾クルーズ
週末サファリツアー

スポーツ
ライオンズヘッドハイキング
ECサッカーチームに参加
パラグライディング

グルメ
南アフリカ伝統ディナーナイト
地元ワイナリーツアー

アート＆ミュージック
カラフルなアフリカ手工芸品

学び
タウンシップ訪問

お洒落な再開発エリア、ウォーターフロントに立地
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アメリカ校 1月2日、1月16日、2月20日、3月31日*、4月17日**、5月29日、7月4日、9月4日、10月9日、11月10日、11月23日、11月24日、12月25日
*サンフランシスコ、サンディエゴ、ロサンゼルス校のみ、**ボストン、ワシントンDC校のみ

カナダ校
モントリオール 1月2日、4月14日、5月22日、6月23日、6月30日、9月4日、10月9日、11月10日、12月25日、12月26日

トロント 1月2日、2月20日、4月14日、5月22日、7月3日、8月7日、9月4日、10月9日、11月10日、12月25日、12月26日
バンクーバー 1月2日、2月13日、4月14日、5月22日、6月30日、8月7日、9月4日、10月9日、11月10日、12月25日、12月26日

イギリス校 1月2日、4月14日、4月17日、5月1日、5月29日、8月28日、12月25日、12月26日
マルタ校 2月10日、3月31日、4月14日、5月1日、6月7日、6月29日、8月15日、9月8日、9月21日、12月8日、12月13日、12月25日	、(2018年1月1日)

2017年EC各校の休校日(各国の祝祭日・平日該当分のみ)

2017年-2018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。

ECその他の資料・パンフレット(英文)
ECでは本パンフレット以外にも、ジュニアプログラム、UCSCエクステンションコースについ
ての詳細資料をご用意しています。ご入用の方はお気軽にECにお問い合わせください。

本パンフレット35ページ掲載、ジュニア
プログラム詳細パンフレット

本パンフレット29ページ掲載、UCSC
エクステンションプログラム詳細パン
フレット
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ファニエルホール,	ボストン
自由の女神像,	ニューヨーク

ワシントンモニュメント,	ワシントン,	DC
ゴールデンゲートブリッジ,	サンフランシスコ

椰子の木,	サンディエゴ
ハリウッドのサイン,	ロサンゼルス

フラミンゴ,	マイアミ
生物園,	モントリオール

CNタワー,	トロント
トーテムポール,	バンクーバー

国会議事堂,	ロンドン
二階建てバス,	ロンドン

川下りボート,	ケンブリッジ
ヘディントンシャーク,	オックスフォード

キングスカレッジ,	ケンブリッジ
ブライトン埠頭,	ブライトン

熱気球,	ブリストル
アーチ橋,	マンチェスター
サッカー,	マンチェスター

ヴァレッタのドーム,	マルタ
ルッツボート,	マルタ

テーブルマウンテン,	ケープタウン
ペンギン,	ケープタウン

電子黒板
本物の学習効果

シティー体験英語
グローバル人材育成プログラム

スマイル!
オレンジカーペットプロジェクト

ECオンライン	
30+	プログラム

ジュニアプログラム

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

13

17

16

18

20

22

24

26

3032

29

28

31
27

25
12

15

19

21
23

ECのパンフレットの表紙に描かれた
世界各地の見どころやECコースのイラスト、
皆さんはいくつ分かりましたか？
気に入った場所やコースがあれば、
ぜひ自分の目で確かめに行ってください！

アプリを開く かざす 動き出す！
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