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サラ・マンチーニ, 32歳
スイスのルガーノに住むサラは、マーケティング
事務所に勤めるワーキングウーマン。美術館め
ぐりを楽しみ、クラシック音楽を好むごく普通の
女性ですが、彼女の一番の情熱は、実は「スイー
ツ」にあります。

毎日仕事が終わるとケーキ屋さんに寄って新し
いケーキを物色、休日には家で新しいアイディア
を取り入れたお菓子作りに余念がありません。
今の仕事も嫌いではありませんが、パティシエ
になってみたい、という夢も実は捨てきれずに
います。

今年、長期休暇を取ることに成功したサラは、一
念発起をして英語留学＆海外スイーツ視察(!?)を
することを決意しました。マーケティングであれ、
お菓子であれ、何らかの形で英語が役に立つの
は事実。海外に出て自分を見つめ直し、これから
の道をゆっくりと探してみたいと思っています。

認可 & 加盟団体
各国のECは、その国で必要とされる語学学校としての認可を受け、またその国の、また国際的な英語教育関連団
体に加盟しています。

アメリカ カナダ マルタ 南アフリカイギリス

for the teaching 
of English in the UK

留学、行く？
夢、かなえる？
語学留学をまだ迷っていますか？海外に行くことは決めたけ
れど、それが正しい決断なのか、まだ自信が持てずにいます
か？

英語は今や世界の共通言語。英語が出来るようになること
で、みなさんの世界は確実に広がります。

自分で自分に新しいチャンスを与え、

「英語が出来ない私」では実現できなかった別の
未来を手に入れる
こと。それがECの考える外国語教育であり、またそれを夢見
るみなさんを、心から応援しています。

留学先のECで、みなさんは自分と同じような目標や夢をもっ
た友人たちに出会うことでしょう。そんな友人たちと励まし合
い、影響を受け合い、時にはけんかをしながら、ECの学生た
ちはみな成長して行きます。

それは高校生の留学でも、社会人の留学でも同じ。みなさん
が留学にかける時間と費用は、必ず何らかの形で自分の血と
なり肉となります。

ECのミッションは、みなさんの

「グローバル社会での成功」
をサポートすること。楽しいことも大変なことも、辛いことも嬉
しいことも、ECでの全てはみなさんのためにあり、私たちの
中心にいるのは、世界中からの留学生のみなさんです。

みなさんの成功が、私たちのゴール

                                                  世界中のECへ、ようこそ 
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イブラヒム・アブダラ, 36歳
イブラヒムは3人兄弟の長男、サウジアラビアのジ
ッダに住んでいます。子供の頃からアメリカ文化
が大好きで、ハリウッド映画、アメリカンフットボー
ル、野球などに触れ、一番の好物はハンバーガー
でした。今でも週末になると、最新のハリウッド映
画を見に行くのが趣味の1つです。

普段は多国籍企業で働いていて、ある程度の英語
は出来るのですが、最近もっと英語力を上げない
と、と少し心配になってきました。仕事で上を目指
すには、もっと説得力のある、もっと皆に納得して
もらえる英語でないとダメだと痛感することが続
いたからです。

ソーシャルメディアのヘビーユーザーでもあるイ
ブラヒムは、さっそくECオンラインを通じて同じ時
期にECで勉強する予定の人を見つけました。渡航
までコミュニケーションを続け、現地で実際に出
会えることを楽しみにしています！

ジュリア・ロドリゲス, 19歳
ジュリアは美術史を学ぶキュートな大学生。ブ
ラジルのサンパウロに住んでいます。

ヨガやフィットネスが大好きですが、時間があ
る時につい足が向くのはやっぱりアートギャラ
リー。自分でも、世界中のさまざまな文化を取り
入れた、カラフルなイラストを描いてみたりして
います（大好きな音楽を聴きながら！）。

将来の自分の仕事に英語が必要かどうかはま
だ分かりませんが、ジュリアは誰でも1つくらい
は外国語を身に付けるべき、そうすれば友だ
ちも増えて、絶対に楽しくなるはず！と信じてい
ます。

実はちょっとシャイなところもあるのですが、 留
学先では、頑張って色々な国からのクラスメー
トたちと、たくさん友だちになりたいと思って
います。

ケンタ・タカハシ, 26歳
日本人留学生のケンタ。休日はいつもカジュアル
な装いですが、実は有能な金融マン。大阪のマン
ションで飼い猫と二人(?)暮らしをしています。

留学のきっかけは社内公募。これから海外関連
の仕事の増加が見込まれるため、社内の若手か
ら留学希望者が募られ、熱意でそのチャンスを
見事ものにしました。

英語力はまだまだですが、日本の漫画はもちろ
ん、アメリカンコミックの大ファンで、スーパーヒ
ーローもののハリウッド映画を、飽きる程繰り返
し見ているため、リスニングだけは得意。外国人
のクラスメートとも、アニメや漫画、コミックの話
で盛り上がれないかと目論んでいます。

会社派遣の留学ですが、帰国後の社内キャリア
アップのために、決して気は抜けません。

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

Chain School 2011, 2016
Innovation of the Year 2009, 2010

Chain School 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Junior Course for Under 18s 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

みなさんのクラスメートは、きっとこんな人たち

留学を決めるそれぞれの理由

彼らが選んだ留学先と、その結果は…？
→ このパンフレットの最後のページをチェック



44



5

留学前の準備方法が知りたい
ECオンライン    6
ECFUSION   7

英語の勉強の仕方が知りたい
英語力の伸ばし方    8
ECのカリキュラムと授業の流れ   9
レベル分けの仕組み   10
レベルアップの強い味方・無料英語授業 11
 

基本英語から身に付けるコース
ジェネラル/セミインテンシブ/インテンシブ英語 12
選択科目付コース   13
フランス語コース   15

仕事に生かすための英語
ビジネス英語入門/ビジネス英語30+  16
英語試験対策コース   17
グローバル人材育成プログラム   18
UCSC大学エクステンション   19

長期留学&大学留学
アカデミックイヤー    20
海外大学短期留学&聴講   22
北米大学進学プログラム  25

年齢や目的に合った留学
30+    24
クラブ50   26
お稽古留学   27
カリフォルニア満喫プログラム   27
ジュニアプログラム   28
ECで社会貢献-ボランティア   30

ECの留学の仕方
- 目次 -

滞在先の選び方
住み心地と予算  34
無料レッスン付き学生寮  35
ライフスタイル別滞在先リスト   36

自分に合った留学先が知りたい
ECの留学先、国別ガイド    38
留学先で出来る体験&探検   40
学校生活を彩るアクティビティー               42
現地生活スタートから卒業まで   43

EC各校案内
アメリカ校    44

ボストン、ニューヨーク、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

カナダ校   58
モントリオール、トロント、バンクーバー

イギリス校  64
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

アイルランド校  76
ダブリン

マルタ校  78
セントジュリアン

南アフリカ校  80
ケープタウン



6

留学準備の始め方
今日から始まるECの語学留学

「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、英語初心者でも留学は可能ですが、
日本で勉強しておけばおくほど、現地で
の留学生活が楽しくなるのも事実。
ECでは留学前の英語学習ツールを用意
して、みなさんをお待ちしています。

無料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。

◇  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
話教室数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。

◇  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。また授業前の予習
も、必要事項を選んでオンラインで可能です。

◇  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  
EC EXPERIENCE

　  英語を英語で学ぶことに慣れる
Present Perfect, Pre Positionなど、現地での英語授業で
は文法用語も全て英語。本当は「現在完了形」のことは
知っていても、Presennt Perfectという用語が分からず
に最初の授業に入っていけない、といったこともよく起
こります。ECオンラインを通じて、少しでも英語を英語
で学ぶことに慣れておくことで、現地での学習をスムー
ズに始めることが可能になります。

　   英語に目を慣らす
クラスメートの多くの母国語は、英語とは違っても同じ
ローマ字を基にした表記法。語順なども似ているため、
英語の文字を追えるスピードが違います。ECの授業で
は、簡単な記事などを読んで自分の意見を言ったりす
ることも多いので、「読み終わらない」→「意見が出せな
い」といったこともしばしば。ECオンラインの読み物を
通じて英語に目を慣らし、読む力をつけておくことが、
現地での会話力アップにもつながります。

1 2
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NEW!

全てのECコースに

追加申し込み

可能

FUSION 6/12    "オンライン＋留学" 一貫プログラム

１人で行うオンライン学習だけでなく、オンライン個人レッスンや
グループレッスンを通じて、もっと現地でのクラス環境に慣れてお
きたい、という人のためのEC FUSION。また「帰国したらすぐに英
語を忘れてしまった…」ということの無い様、帰国後の学習継続期
間も含まれた、有料の追加オンライン英語プログラムです。

無料ECオンラインで出来ることに加えて…

　   個人レッスンで不安を解消
中学校レベル、初級レベルの英語でも、話してみれば、何
とか通じるもの。現地の授業では、「ちゃんとした英語」を
身に付けるためのカリキュラムで勉強してもらいますが、
最初のステップは、まずは英語を話してみること。オンラ
インの個人レッスンなら、多少通じなくても恥ずかしくな
い！分からないことは遠慮なく聞けるので、留学前の不安
解消に役立ちます。

3 4  スピーキングに慣れる＆続ける
様々な国籍の人と同じクラスで学ぶ現地でのレッスン
は、なかなか付いていくのが大変。事前学習を通じてそ
の雰囲気に慣れておくだけでも、カルチャーショック(!?)
は減るはず。また帰国後に英語を話す機会が無くなって
しまわないよう、スピーキングのオンライングループレッ
スンは、期間中、回数無制限で参加可能です！

EC留学
事前準備期間 EC留学 留学後のスピーキング維持

英語学習継続期間

Fusionログイン＆レベルテスト
個人レッスン
- レベルテストの結果も参考に、希望の
内容をリクエスト。
グループレッスン
 - 留学準備のためのカリキュラムに基い
たレッスン。
セミカスタマイズのオンライン学習
- 自分の興味やニーズに応じたトピック
が選べるオンライン学習

ECで現地留学
- 希望のコースを好きな期間受講
セミカスタマイズのオンライン学習

個人レッスン
- 留学期間中に学んだことを復習したり、
気になっていた部分を確認したり。勉強
したい内容はリクエストと相談で
スピーキンググループレッスン
 - 日本に帰ってからも、留学中と同じよ
に、世界中からの参加者たちとスピーキ
ングレッスンが続けられます
セミカスタマイズのオンライン学習

計1年(Fusion12)または半年(Fusion6)の利用期間

2か月(Fusion12)または1か月(Fusion6) 期間自由選択 残り期間全て

事前個人レッスン数 事前グループレッスン数 帰国後個人レッスン数 帰国後グループレッスン数
Fusion 12 ８(1回30分/週に1回) 16(1回45分/週に2回) 4 (1回30分) 回数無制限(1回30分)

Fusion 6 4(1回30分/週に1回) 8(1回45分/週に2回) 2(1回30分) 回数無制限(1回30分)

帰国後のオンライン英会話は
受講回数無制限！
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‘We’re in this together. This is a mission; it is a contract. If we all pull our 
weight together, we’ll succeed.’ – Chris Ciappara  

(an instructor who’s been with EC for 12 years, and who teaches because he wants to)

 ECの授業で出来ること、皆さんが頑張ること
レッスン＆レベル毎の学習目標を把握する
毎日の授業では、「丁寧な断り方が出来るようになる」「“will～”と”going to 
～”の使い分けが出来るようになる」といった具体的な目標、課題を認識す
ることが大切。漠然と「英語が上手になる」ではなく、「英語でこれが出来る
ようになった」という喜びが、学習のモチベーション維持にもつながります。

英語的コミュニケーション方法を理解する
人の話を理解して自分の考えも言う、自分の言いたいことが伝わるように文
章にする、といったコミュニケーションの基本は英語も日本語も一緒。ただ
し、その伝え方の順番や、「伝わりやすい」話の持って行き方の違いなどはあ
ります。ECの授業では、英語を用いた実際のシーンに出来る限り近づけた
授業が行われるので、自然と英語的コミュニケーション方法を実感し、理解
することが出来るようになります。

自分の考えを持つ
「英語の勉強に自分の考え？」と思うかもしれませんが、現地での授業では、
「自分だったらどうする？」「あなたの意見は？」といった質問がよく行われ、

普通に授業中にスピーキングとして取り入れられます。日頃から「自分だっ
たらこうする、こう思う」と考える習慣を身に付けておくことで、授業中にも
積極的に発言でき、それが英語力の向上につながります。

自分に合ったアドバイスをもらう
外国人学生の英語の弱点は、それぞれの母国語や、それまで受けて来た教
育や勉強方法等によって異なります。ECの先生たちは、授業中の皆さんの
様子やライティングの宿題等を参考に、一人一人に合った弱点克服のため
のアドバイス、また英語を楽しく上達させるためのアドバイスを行います。

最新の教育メソッドで学ぶ 
世界中の非英語圏の人たちの英語習得のために、各国の言語学者や教育
者たちは、効果的な教授メソッドを研究、またインターネットや携帯型デバ
イスの普及に伴って、それらを活用した新しい教育＆学習方法も発展を続
けています。ECで受ける授業は、皆さんが日本で受けて来た方法や、想像し
ていたものとは違うかもしれませんが、ECのアカデミックチームも、最新の
教育方法を研究、その結果に基いて授業を行っています。せっかくの海外留
学、今までとは違う教育メソッドで、効果的な学習を楽しんでください。 

授業以外の時間も最大限に生かす
1日24時間の内8時間の睡眠を取り、学校で3時間(週20レッスン受講)、または4
時間半(週30レッスン受講)の授業を受けたとしても、まだ皆さんには12時間も
の時間が残っています。その時間をどう使うかによっても、英語上達のスピード
は大きく異なってきます。ECの提供する3つのツールを上手に活用して、皆さん
の英語力を最大限に伸ばしてください。

• EC オンライン – オンライン学習機能はもちろん、自分の英語力の伸びや
テスト結果などが確認可能。

• 無料授業 – カフェ会話や発音クリニックなど、授業の行われていない時
間帯を利用して、気軽に楽しく参加できる無料レッスン。

• 無料授業付き滞在先（EC@Home） – 夕方や週末に、滞在する寮で
受けられる無料レッスン。先生と一緒に食事に出かけたり、外出をしたりす
る中で、英語が学べる日もあります。  

日本語ネット断ちを心掛ける
せっかく日本人留学生と頑張って距離を置いても、SNSで日本の友達や家族と
繋がりっぱなし、日本語のウェブサイトなどを見てばかりでは、「日本語断ち」に
はなりません。せっかく授業中に出来かけた「英語脳」を台無しにしてしまわな
いためには、ネットで日本語に触れる時間も最小限に留めることが大切です。
反対に、WhatsAppやFacebook等、留学生共通のコミュニケーションツールは、
英語限定で積極的に活用してみてください。

語学力の伸ばし方
今までの「当たり前」を打ち捨てよう

「英語が話せるようになりたい」といった漠然とした 目標や、
「日本人とばかり話さない」といったありきたりの禁止事項を守るだけでは、

残念ながら英語力の向上には不十分。
最新の教育メソッドや、経験豊富なECアカデミックチーム＆先生たちからの

アドバイスを活用することが、皆さんの英語力を伸ばす最短の道です。
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細かなオンライン評価とデータ 
留学開始前のレベルチェックから留学中のレベルテスト、卒業テス
トまで、文法、リーディングといったスキル別に、各自の細かなデー
タが蓄積され、一目で分かるようにグラフ化されます。

カスタムメイドのオンライン学習 
事前アンケートやテスト結果に基づいて、ECアドバンスは1人1人
に必要なオンライン学習教材に、利用者を導きます。

先生からのアドバイス  
ECアドバンスを通じて、アカデミックスタッフや先生と学生は、その
データを共有。先生からのフィードバックや、今後の学習へのアド
バイスも、オンライン上で記録として残されます。

コンピューターシステムだから
こそできる、正確かつデータに
基づいた学習サポートシステム

 ECのカリキュラム
EC`のカリキュラムは、各レベル、各週、各曜日毎に「出来るようになること」
の課題が定められており、それはEC全校共通です。またその課題を達成す
るために使用する教材や資料も定められていますが、実際のクラスでは、
そのクラスの先生と、皆さん学生たちの進度や好み、弱点や強味に応じて、
最も効果的に学習が進められるよう、臨機応変に用いられています。

ECでの学習＆授業例

ステップ1 (授業開始前) - ECオンラインのマイページには、その週のカリキ
ュラムが学生向けに表示されています。それを参考に必要に応じて予習が
可能です。

ステップ2  (授業開始/今日の課題の提示) - 例えば今日の課題は「英語面接
で、スムーズに効果的に話せるようになるために必要な英語を学び、身に
付ける」

ステップ3 (学習と模擬練習) – 英語面接の例をリスニング、その中に出てく
る大事な単語や熟語を学んだり、便利な文型を学習。理解が出来たら、実
際にクラスメートや先生とロールプレイをしながら模擬練習。

ステップ4 (授業終了/宿題) – 授業後は、その授業での皆さんの様子なども
参考に、必要に応じて宿題や課題が出されます。例えばこの日の授業なら、
他のクラスメートやホストファミリー、ルームメートに練習相手になっても
らったり、色々な国の面接について聞いてみたり。授業中に学んだ単語や
表現を駆使しながらの復習＆定着の過程です。

レベルによって課題は異なりますが、ECのカリキュラムに沿って、上記のよ
うな授業＆学習を続けることによって、皆さんの英語力は確実に伸びて行
きます。
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　　　   *データはECのコース開始時テスト、卒業テストを受けた学生のデータを含む2016年から2017年の1年間のデータを基にしています。

ECのレベル分けの仕組み 

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

エレメンタリー
はっきり、ゆっくり話せ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

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

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

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。

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ちょう
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
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ECの英語力向上保証
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。

皆さんがするべきことは下記の3つのみです 

• 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　

レベル分け 
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、今まで学校で習った英
語の知識を思い出し、現地で
の勉強に備えましょう。

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。

レベルアップ 
ECのレベルテストは6週間に1
回、クラス単位ではなく各自学
校のPCを利用して行われます。
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
や出席率、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。
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「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
話の時間。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。

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。 

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

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！

無料英語授業
レベルアップの強い味方
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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

※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。

ECの時間割
ECの具体的な時間割は、校舎や受講コース、時期によって異なりますが、学校アクティビティーのスケジュールなどは、それぞれの時間割
に応じて変わるので、どの時間割での受講でも有効な時間活用が可能です。

ECの基本英語コース
まず必要な英語力を身に付ける、一般英語 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

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-

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-

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-

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-

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-

自由時間
・無料ワークショップ

・アクティビティー

下記時間割表中、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。

2.しっかり勉強したい
集中したい分野がある

3.勉強も遊びも
バランスよく過ごしたい

1.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

留学の目的別に選ぼう

時間割例１

時間割例 2
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基本情報
ジェネラル20 セミインテンシブ24 インテンシブ30

開講校 EC全校 ECアメリカ・カナダ全校 EC全校

受講可能レベル 全レベル 全レベル 全レベル

開始日 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

＋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・資料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
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ビジネス
ビジネス英語入門
ビジネスの色々な場面を想定して、仕事の場
に相応しい英語を学びます。
対象レベル：プレインターメディエイト以上

スピーキング
サバイバル英語
まずは英語圏の国での生活にダイレクトに必
要な英語を学ぶクラス。
対象レベル: ビギナー～エレメンタリー

ゲットトーキング
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: プレインターメディエイト以上

リスニング
リッスンアップ
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              
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
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

人気!

人気!

人気!

選択科目付きコース
弱点克服、自分に合った勉強を組み合わせたい
週24/30受講生のための選択科目

シティー体験英語
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。

クリエイティブライティング
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以上

趣味
映画で学ぶ英語 
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

知識&教養
比較文化&コミュニケーション
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

時事単語
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

試験対策
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

大学アカデミック英語
教材の速読やまとめ方、英語圏でのレポート作
成の基本等、北米大学進学後や、日本の大学で英
語を多用する必要のある人のためのクラスです。
対象レベル:インターメディエイト以上
開講校：ロサンゼルス・トロント・バンクーバー
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第2外国語にも挑戦したい

フランス語コース  ECモントリオール校

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 

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8日 - 2月2日, 3月5日 - 30日, 4月30日 - 5月25日, 6月25日 - 7月20日, 10月8日 - 11月2日
**DALF 試験対策: 4月2日 - 27日, 7月23日 - 8月17日, 11月5日 - 11月30日

英語以外の言葉が出来れば、皆さんの世界はまた広がります。英語とフランス語の2か国語が公用語で、街中で自然に
その2か国語が使われているカナダのモントリオール。ECでも英語だけ、フランス語だけ、または英語とフランス語を組
み合わせた語学留学が可能です。
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仕事に生かすための英語
英語レベルと用途で選ぶビジネス英語

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

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

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

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

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

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

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

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

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

分のニーズに合った授業を希望の場合に
は、1週間に1コマから受講可能な、個人レッ
スンの追加がおすすめです。
開講校：マルタ

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

がほとんどなので、授業中のディスカッシ
ョンも尽きません。せっかく高い英語力
のある皆さんであれば、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
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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。

履歴書に書ける英語力
英語資格試験対策コース

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。

Higher Score開講校 (レッスン数)

IELTS TOEFL TOEIC

ボストン - 30* -

ニューヨーク - 30 -

サンフランシスコ - 30* -

サンディエゴ - 30 -

ロサンゼルス - 30 -

モントリオール 20 - -

トロント 30/24/20 30/24/20 30/24/20

バンクーバー 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 - -

ダブリン 30 - -

マルタ 30 30 20

ケープタウン 30 - -

*20一般英語+10 TOEFL対策

コース開始日: 毎週月曜日

ケンブリッジ英検対策開講校 (レッスン数)

FCE CAE CPE

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 30 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 -

ダブリン 20, 30 20, 30 -

マルタ 20, 30 20, 30 30 

ケープタウン 20, 30 20, 30 -

コース開始日: 詳細はEC料金表各校ページ参照

受講可能レベル
IELTS/TOEFL/TOEIC
インターメディエイト以上

ケンブリッジ英検対策
FCE：インターメディエイト以上

- 8週間集中:アッパーインターメディエイト

- 4週間集中:プレアドバンス

CAE: プレアドバンス

- 8週間集中:アドバンス

- 4週間集中:アドバンス

CPE: アドバンス

長期留学生の
こんな目的にもおすすめ：

- 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)

- 一般英語で学んだ内容を総整
理、知識をしっかりと頭の中に固
定させる

- 試験合格、○点取得といった明確
な目的を持って勉強を続ける

- 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
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1学期 
英語＋現代ビジネスの基本 (8週間)

「企業理念」、「ビジネスの方針」、「商品開発とそのサイクル」、「顧
客アンケートとその生かし方」等、さまざまな業種や職種において
必要な知識や考え方について学びます。

またこういった場面に必要な語彙や英語表現を学び、ケーススタ
ディーを行いながら、ビジネスの基本とビジネス英語を同時に身
に付けて行きます。

この学期を通じて行うこと： 
• ファイナンス、マーケティング、人事、運営等、各分野でのストラ

テジック・プランを研究、学ぶ。 
• ケーススタディーを通じて、実際のビジネスにおけるシナリオ

を研究、学ぶ。 

グローバル人材育成プログラム
学期制でビジネス知識とスキルを身に付ける

2学期 
英語＋ビジネススキル実践 (8週間)
学期中2つのプロジェクトを行い、テーマに応じて、ビジネスの漠然
としたアイディアを、きちんと人に伝わる「形」にしていきます。

プロジェクトの内容は、デザイン、マーケテイング、イベント、カスタ
マーサービス、ビジネスへのデジタル利用等様々で、受講生全員
が、プロジェクトに積極的に関与します。

この学期を通じて行うこと：
• プロジェクトのコンセプト作りから完成までを実践する。
• プロジェクトをまとめたデジタルポートフォリオを作成する。 
• プレゼンテーションスキルを身に付け、高める。
• プロジェクトパートナーやグループとの作業を通じ、コミュニケ

ーション力、ネットワーキング力を高める。

仕事に便利な英語の表現を学ぶだけでなく、ケーススタディーやプロジェクトを通じて、仕事の場で
実際に必要になるスキルも身に付けるためのプログラム。これから初めての就職をする学生はもち
ろん、仕事の経験はあるものの、英語的仕事の進め方や発想を実践的に学びたいという社会人学
生にも人気のプログラムです。

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学期共にインターメディエイト以上

受講期間  各学期8週間 (1学期のみの受講も可)

週レッスン数 週30レッスン
 (一般英語20レッスン+グローバル人材育成10レッスン)

開講期間 開講学期

2018年1月8日-3月2日 2学期

                3月5日-4月27日 1学期

                4月30日-6月22日 2学期

                7月2日-8月24日 1学期

               8月27日-10月19日 ２学期

                10月29日-12月21日 1学期

2019年1月7日-3月1日 2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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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。

ビジネス&キャリア

海外就職に近づく留学
UCSCシリコンバレー・エクステンション

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

1月2日-3月23日 3月28日 開講 春学期

3月5日 - 5月25日 　6月7日 開講 夏学期

5月28日 - 8月17日 8月20日 開講 秋学期

9月24日-12月14日 2019年1月3日開講 冬学期

                 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

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
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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 ECアメリカ&カナダ全校 EC全校

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

定期的な個人学習カウンセリング
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、勉強方法が分からない、スピーキン
グが伸び悩んで困っている等の、勉強上の悩みがあった場合にも、
学校のアカデミックオフィスを通じて、随時カウンセリングリクエス
トが可能です。

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。

アカデミックイヤー 

半年以上の時間をかけて、しっかり英語力を伸ばすためのコース
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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

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!



22

海外の大学で学ぶ
 休学留学生のための短期プログラムから、正規留学まで

大学聴講&学期留学 
ECの英語コースで英語力を付けた後、大学の授業を聴講、または１学期だけ正規受講。現地大学生に混
じっての留学生活で、学べることや体験できることが各段に広がりますが、英語力を含め、現地での学期
開始時期等に合わせた綿密な留学計画が必要です。

SUNY(ニューヨーク州立大学)
SUNYフレドニア校には、ECのオンキャンパス校があ
り、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
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アメリカ2年制大学・コミュニティーカレッジ入学
主にアメリカの地域住民に、高等教育の機会を平等に与えるために運営されるコミュニティーカレッジ。
もちろん外国人留学生の入学も可能で、4年生の大学に比べて入学基準のハードルが低く、学費も安目な
のが特徴です。またコミュニティーカレッジから各種4年制大学への編入の道も開かれています。

ECアメリカ校からコミュニティーカレッジへ

ECボストン、サンフランシスコ、ロサンゼルス校には、それぞれ提携
のコミュニティーカレッジがあります。入学手続きは英語力の伸び
に合わせて全て現地で可能なので、入学後に学校の担当スタッフ
に相談しながら、進学準備が行えます。

ボストン サンフランシスコ ロサンゼルス
バンカーヒル

コミュニティーカレッジ フットヒルカレッジ サンタモニカカレッジ

アメリカ4年制大学正規入学
アメリカで学問をしっかりと学び、講義やレポート、卒論作成をこなすのはもちろん、アメリカ人学生との
寮生活やスポーツ、社会活動を通じて知識と文化を吸収する、本格的な留学を目指すのであれば、やはり
４年制大学留学がおすすめ。進学先決定には、事前の綿密な進路相談が必須です。

ECの大学進学サポート制度

ECはカナダ、アメリカの数多くの大学と提携を結んでい
て、ECの学生は、大学とECの認める規定レベルに達すれ
ば、TOEFLやIELTSのスコア提出なしに、進学が認められま
す。実際の進学手続きは、EC各校で英語コース開始後に、
英語力の伸びを見ながら担当スタッフがサポートします。

特にSUNYフレドニア校にはECのオンキャンパス校があり、
じっくりと大学進学準備が可能。学費も4年制大学の中で
は比較的低目なのも魅力です。

制度実施校 アメリカ＆カナダ全校

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

アメリカ・カナダの提携
校、各大学の入学条件等
については、別途お問合
せください。

ECからの進学に強いアメリカ4年制総合大学
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大人の留学

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。

気の合う仲間たちと学ぶ
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。

開講校 EC30+全校

受講可能レベル 全レベル

受講条件 個人レッスンを除くその他のクラスとの組み合わせ

クラス定員 3-6名

レッスン数 週4レッスン

受講可能週数 1-4週間

少人数制で
スピーキングを伸ばす追加クラス  

 30+マスタークラス
クラスレッスンで、読む、書く、聞く、話すの4技能をバランス
良く伸ばしながら、合わせて少人数のクラスでゆっくり、しっ
かりと会話の練習がしたい、という方のための追加オプシ
ョナルレッスン。

基本のクラスレッスンとは被らない時間帯（夕刻を含む）を
利用して、1クラス3～6名までのクラスで会話を集中的に
学びます。

受講者の声： “授業中クラスメートと話す時間が十分に取
れたのが良かったです。また先生からも、私の英語の問題
点について細かいコメントとアドバイスがもらえましたの
で、とても役立ちました。”

マスタークラス基本事項
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基本情報
ニューヨーク 30+ トロント 30+ ロンドン 30+ ダブリン 30+ マルタ 30+

教室数 6 8 10 4 7
平均クラス人数 12 13 10 12 10
最大クラス人数 15 15 12 15 12 (ミニグループ6)

マスタークラス最大クラス人数 6 6 6 6 6
学校定員 90 120 120 60 78

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

一般英語 (20) e e e e e
セミインテンシブ一般英語 (24) e e - - -
インテンシブ一般英語 (30) e e e e e
ビジネス英語 (20) - - e* - -
ビジネス英語入門 (20+10) e e e e e
シティー体験英語 (20+10) e e e e e
個人レッスン e e e e e
マスタークラス (4) e e e e e
ビジネスミニグループ(20/30) e**

                                                                                                                                                    * **コース詳細は16ページ参照

開講レベル

一般英語(20/24/30) 全レベル ビジネスミニグループ 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 個人レッスン 全レベル

シティー体験英語 全レベル マスタークラス 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

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  
学生レジデンス 
スタンダード , コンフォート  
夏季学生レジデンス / コンフォート  

トロント 30+
ホームステイ 
スタンダード , コンフォート 
学生レジデンス 
スタンダード  スーペリア 
夏季 学生レジデンス /コンフォート 

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

ダブリン 30+
ホームステイ 
スタンダード , コンフォート  
学生レジデンス /コンフォート 

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 
ワンベッドルーム /コンフォート 

コースに含まれるもの
ECオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレ
ベル証明
オレンジカーペット 
無料授業
ウェルカムイベント
コース教材*

*トロント校を除く

ニューヨーク30+

24% ブラジル

10% 日本

9% フランス

8% スイス

6% スペイン

5% コロンビア

6% イタリア

6% 韓国

4% ドイツ

22% その他 (36)

トロント30+

29% ブラジル

11% コロンビア

10% 日本

9% 韓国

4% スイス

3% スペイン

7% チリ

6% メキシコ

3% フランス

18% その他 (29)

ロンドン30+

19% ブラジル

12% スイス

9% 日本

8% イタリア

4% ドイツ

4% トルコ

8% フランス

7% スペイン

4% 台湾

25% その他 (60)

ダブリン30+

16% ブラジル

10% イタリア

8% コロンビア

8% 日本

8% ドイツ

8% スイス

8% トルコ

8% スペイン

5% ロシア

21% その他 (17)

マルタ30+

21% ブラジル

10% コロンビア

10% 日本

8% イタリア

6% ドイツ

6% スイス

7% トルコ

6% スペイン

5% ロシア

21% その他 (55)

各校国籍比率

英語コースに 
プラスしよう 

マスタークラス
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Sun, sea and sand! See the west coast of the USA at its 
finest. Travel the Golden State of California and learn 
English as you go.

Experience California Dreamin’ for three weeks or six 
weeks, and study English at EC in San Francisco, サンディ
エゴ and ロサンゼルス.

The package includes 20 lessons per week of General 
English, 滞在先オプション in a twin 学生レジデンス, and 
weekend excursions as you travel through the Golden 
State to your next stunning destination.

The three-week package is available 1 July to 21 July and 
22 July to 11 August. You will study one week each at EC 
San Francisco, EC ロサンゼルス and EC サンディエゴ.

The six-week package is available 2 September to 13 
October. You will study for two weeks each at EC San 
Francisco, EC ロサンゼルス and EC サンディエゴ.

Whether you choose three weeks or six weeks, you will 
be able to fully immerse yourself in each destination. 
You can visit Disneyland, plan a coastal road trip, visit 
Yosemite National Park, or enjoy a weekend in Las Vegas.

開講レベル 全レベル

開講 2018年5月7日-5月18日 
2018年9月24日-10月6日

レッスン数 20(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
・30+やミニグループとの組み合わせで、3週間以上の滞在もおすすめ

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 

年に2回、ECマルタ校限定で行われる、50歳以上の方限定の
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。またクラスは6名までの少人数制、滞在エリアによ
ってECバスの巡回もあるので、ご年配の方々のご参加でも
安心です。

クラブ50プログラム例

クラブ50+ 
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Sun, sea and sand! See the west coast of the USA at its 
finest. Travel the Golden State of California and learn 
English as you go.

Experience California Dreamin’ for three weeks or six 
weeks, and study English at EC in San Francisco, サンディ
エゴ and ロサンゼルス.

The package includes 20 lessons per week of General 
English, 滞在先オプション in a twin 学生レジデンス, and 
weekend excursions as you travel through the Golden 
State to your next stunning destination.

The three-week package is available 1 July to 21 July and 
22 July to 11 August. You will study one week each at EC 
San Francisco, EC ロサンゼルス and EC サンディエゴ.

The six-week package is available 2 September to 13 
October. You will study for two weeks each at EC San 
Francisco, EC ロサンゼルス and EC サンディエゴ.

Whether you choose three weeks or six weeks, you will 
be able to fully immerse yourself in each destination. 
You can visit Disneyland, plan a coastal road trip, visit 
Yosemite National Park, or enjoy a weekend in Las Vegas.

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
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

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：

       

開始日

3週間プログラム 7月1日 - 21日, 7月22日 - 8月11日

6週間プログラム 9月2日 - 10月13日

・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

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 
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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

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(新入生として)

月 テーマレッスン トレジャーハント シネマナイト

火 テーマレッスン スポーツスポーツ(サッカー、テニス等) 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 ポーツマス観光 ボードゲーム

金 テーマレッスン & プロジェクトワーク プールパーティー＆バーベキュー

土 ロンドン１日ツアー

日 自由時間 チームビルディング ウェルカイベントイベント(迎える側に)

月 テーマレッスン ミステリートレジャートレイル シネマナイト

火 テーマレッスン スポーツスポーツ(バレーボール、プール等) 英語スペリングゲーム

水 テーマレッスン ピクニック＆マシュマロパーティー 旗取りゲーム

木 テーマレッスン ウィンザー城観光 ボウリング

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日ロンドンツアー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
 

フレンシャムハイツスクール・プログラム例
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行きたい時期で選ぶ
春休みを利用したジュニア留学

- マルタ春期プログラム

- EC各校(ワシントンDC校を除く)の大人の     
クラスに参加(16歳以上)

夏休みを利用したジュニア留学

- アメリカ、イギリス、アイルランド、マルタの　
各都市で行われるサマープログラム

その他の時期のジュニア留学

 - マルタ秋期プログラム

 - アメリカ、カナダ、イギリス、マルタ、南アフリ
カの各都市で行われる冬期プログラム

- EC各校(ワシントンDC校を除く)の大人の　 
クラスに参加(16歳以上)

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

ロサンゼルス

カリフォルニア大学(UCLA) 10-13歳
13-17歳 夏期 6月30日 - 8月11日 UCLA大学寮 リーダーシップ養成コース

ディズニーランド

ユニバーサルスタジオECロサンゼルス校 13-17歳 冬期 1月6日-2月3日
2019年1月5日-2月2日 ホームステイ

ボストン ECボストン校 13-17歳 夏期 6月30日 - 8月11日 ホームステイ ケンブリッジ英検試験対策
ニューヨーク旅行

モントリオール 13-17歳 夏期 6月30日 - 8月11日 ホームステイ

バンクーバー ECバンクーバー 13-17歳 冬期 1月6日-2月3日
2019年1月5日-2月2日 ホームステイ

ロンドン・シティー ハックニーカレッジ 13-17歳 夏期 6月30日 - 8月11日 カレッジ寮 ハリーポッタースタジオ

フレンシャム フレンシャムハイツスクール 10-13歳
13-17歳 夏期 7月7日 - 8月18日 ボーディングスクール寮 リーダーシップ養成コース

ケンブリッジ ECケンブリッジ 13-17歳
夏&冬期

1月6日-2月3日
6月16日-8月18日

2019年1月5日-2月2日
ホームステイ

ケンブリッジ英検試験対策
Trinity GESE英検試験対策

夏期 7月7日-8 月18日 ケンブリッジ大学
ジーザスカレッジ寮

ポーツマス ポーツマス大学 13-17歳 夏期 6月30日 - 8月11日 大学寮

ブライトン オーヴィンディーンホール

13-17歳

夏期

6月16日 - 8月18日 ホームステイ

10-13歳
13-17歳 6月30日 - 8月11日 ボーディングスクール寮

ダブリン テレニュールカレッジ 13-17歳 夏期 6月16日-8月18日 ホームステイ

マルタ

セントマーティンズカレッジ

8-13歳

夏期

６月16日-8月26日 カレッジ寮
クリエイティブマインドコース

シチリア旅行

ダイビングライセンス

13-17歳 6月16日-8月26日 ホテルレジデンス

13-17歳 6月16日-8月26日 ホームステイ

ECマルタ校 13-17歳 春・秋・
冬期

1月6日-2月3日
3月17日-4月8日

9月29日-10月28日
2019年1月5日-2月2日

ホームステイ シチリア旅行

ケープタウン ECケープタウン校 13-17歳 冬期 1月6日-2月3日
2019年1月5日-2月2日 ホームステイ サファリ

やってみたいことで選ぶ
海外ホームステイ体験　　　　　　　　　　
下記一覧表参照

ボーディングスクール体験　　　　　　　　
フレンシャム、ブライトン、　　　　　　　　
ダブリン(テレニュール)

大学キャンパス、大学都市体験　　　　　　
ロサンゼルス、ケンブリッジ

本場のテーマパークに行きたい！　　　　　
ロンドン、ロサンゼルス

海＆ビーチが大好き！　　　　　　　　　　
マルタ、ロサンゼルス

ダイビングを習ってみたい　　　　　　　　
マルタ

英語＋で選ぶ
インターナショナル・リーダーシップ                    
ロサンゼルス、フレンシャム

クリエイティブマインド&コンピューター                                                      
マルタ

英語試験対策                                                        
ボストン、ケンブリッジ

中学生以下(13歳未満)でも               
参加出来るプログラム

アメリカ：ロサンゼルス(10歳以上)

イギリス：フレンシャム(10歳以上)                                                                                                                                     
ブライトン(10歳以上)

マルタ：8歳以上

国＆都市別開講プログラム一覧
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Giving Back- ECで社会貢献
世界中からの留学生を迎え、世界6か国で語学教育を行うEC
は、在校生はもちろんスタッフたちの国籍も様々。それぞれの
文化的背景を尊重し合いながら、地域＆社会貢献にも力を入
れています。
 
地域の特性や必要に応じて、イベントを通じた寄付金集め、環
境保護活動、地域ボランティア等、在校生、学校スタッフ共に
積極的に企画、参加しています。

またUWS(ユナイテッド・ワールド・スクールズ）という団体と
の提携で、世界中の貧しい地域での学校建設に協力していま
す。

30
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EC in カンボジア
2017年1月、ECの先生やスタッフメンバーから
成るボランティアチームが、カンボジアの小さ
な村、Ban Houyに向かいました。UWS(ユナイ
テッド・ワールド・スクールズ)と呼ばれる、世界
的な慈善団体と連携し、共にこの地に住む子供
たちのための学校を建設して、教育を広めるた
めです。

ECのボランティアチームは、約10日間、村に住
む人たちと生活を共にしながら、教育に必要な

知識や技術を交換したり、子供たちが学校で国
語や算数、音楽、美術や工芸を学ぶ姿を見守り
ましたが、この村の子供たちが教育の機会に
触れて心の底から喜ぶ姿、またその笑顔は、何
事にも代えがたい、私たちの貴重な財産となり
ました。

この活動が1度きりのものにならないよう、世界
の他の貧しい国に暮らす子供たちが、Ban Houy
の子供たちと同じ笑顔になれるよう、

ECのボランティアスタッフと子供たち 世界中のECから集まったボランティアチーム学校でみんなでゲームを楽しむ

ECは今年、ECに通う皆さんから学校への
お申込みいただく度に、1学生につき1ドル
を、UWSに寄付することを決めました。

全ての教育を応援し、UWSを通じてさらに
世界の多くの貧しい国や村に学校を作り、
教育の機会を広めるること。これが私たち
ECの願いであり、それに協力してくれる、EC
在校生の皆さん全員に感謝の気持ちを伝
えたいと思います。

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

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

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

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

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

希望者には、ボランティアサービスに参加したことを証明するレターがECから発行されま
す。ボランティア参加後に学校スタッフに直接依頼してください。

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

 
徒歩                                

 
電車

 
ばばバス                               

 
自転車

滞在先の選び方
住み心地＋ライフスタイルで決める

スーペリア
30歳以上の方や、快適な滞在先を求める皆さんのため
のカテゴリー。交通の便や設備の充実度、デザイン性な
どが異なります。

各校案内ページおよび料金表には、滞在先毎に、一般的な通学方法を
示す記号が記載されています。

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

コンフォート
交通の便や広さ、居住性等、中間レベルの滞在先。全て
の年齢層の皆さんが滞在しやすい無難なカテゴリーで
す。

共同キッチンでおしゃべり
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プール付き学生レジデンス

学生寮も学びの場

帰宅後の滞在先でルームメートやハウス
メートと交流をしようと思っても、なかな
かタイミングが合わなかったり、気軽に声
をかけられず、友だちが出来るのに時間
がかかってしまった…、という失敗談も実
はよくあるもの。

ECでは、留学中の滞在先で、ルームメート
やハウスメートたちはもちろん、現地の生
活をよく知るECの先生や学校スタッフと
一緒に、確実に英語を使う時間を作るた
めのEC@Homeを始めました。
指定の学生寮で週に2回、合計約4時間ま
で、寮の共同スペースで会話レッスンを行
ったり、皆で集まって外出をしながら、EC
寮生限定のレッスンを行っています。希望
の場合は学校で申し込み可能です。

EC@Homeの実施学生寮：
• サンフランシスコ校 – The Monastery
• サンディエゴ校 – Bay Pointe
• マイアミ校 – The Loft
• ボストン校 – North End
• バンクーバー校 – Apt Living

寮に帰ってもしっかり会話＆勉強

滞在先でもみんなと一緒に勉強したい
無料レッスン付き学生寮

共同キッチンでおしゃべり

ルームメートとの生活
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自分の望むライフスタイルに合わせて
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、お洒落な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。

気になる海外の人たちの暮らし　　　
現地の家庭生活を体験したい
ホームステイ(ツイン＆シングル)
現地の家庭に滞在しながら学校に通うスタイルなので、家の様子や
生活習慣等、海外での一般家庭での暮らしが体験できます。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。
但し日本でも言えることですが、家族構成や家の様子、食事や生活習
慣などは家庭によって様々。今までの自分の暮らしとの違いを感じるこ
とが多いのもホームステイなので、「海外のファミリー」に対するイメ
ージを固めず、文化の違いを学ぶ姿勢で滞在することが大切です。
またコンフォートタイプのホームステイでは、自分専用のバスルーム
が利用できます。

他の国の留学生と　　　　　　　　　
わいわい楽しく過ごしたい
学生ハウス・アパート(ツイン＆シングル)　　　
シェアハウス・アパート(ツイン＆シングル)　　
学生レジデンス (ツイン)
シェアアパートやシェアハウスは、日本の2LDK～4LDKのマンションや
家に近い造りなので、寝室を出るとリビングやキッチン、トイレにつ
ながり、ハウスメートがいる生活になります。またツインルームを選ぶ
と、部屋にもルームメートがいる生活なので、他の国の留学生たちと
接する機会が最も多いのが、この滞在先になります。
但しワガママなハウスメートがいたり、散らかしたりするルームメー
トがいたりすると、なかなか大変なのもこのオプション。少しは自分の
時間や空間を確保したい場合には、シングルルームを選ぶのが良い
でしょう。

自分の部屋ではゆっくり過ごし　　　
交流も時々楽しみたい
学生レジデンス(シングル)　　　　　　　　
学生シェアハウス・アパート(シングル)　　　　
シェアハウス・アパート(シングル)　　
学生レジデンスは、いわゆる「学校寮」のイメージに近く、比較的大き
な建物に学生用の部屋が並んでいます。シングルルームを選べば部
屋は全て自分だけで使用、部屋を出ると廊下なので、共同キッチンや
学生ラウンジに自分で行けば交流の機会が生まれます。シェアハウス
やアパートのシングルルームでも自室でのプライベートの時間と空
間は可能ですが、部屋を一歩出ると他の学生たちがいたり、寝室にい
てもリビングからみんなの声が聞こえていたり、といったこともあるの
が、大きな違いです

キッチンやトイレも専用　　　　　　
自分のペースで自由に過ごしたい
アパートホテル　　　　　　　　　　　　　
ワンベッドルームアパート　　　　　　　　
キッチンやバスルームも部屋内にある、ワンルームや1LDKタイプの
滞在先なので、部屋に入った後は周りを気にせず全て自由に過ごせ
ます。交流は学校の授業やアクティビティーで確保、または隣人との
たまたまの挨拶や、アパートホテルであれば、レセプションの人との
対話で十分、という過ごし方です。

また友だちやご夫婦、親子や兄弟&姉妹同士といった滞在にも適して
います。
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ホームステイ 
街によって異なりますが、ツインルームとシング
ルルーム、夕食付と夕食無、専用バスルーム付等
が選べます。またアレルギーのある場合にはペ
ット無やアレルギー食提供可のファミリーが選
択可能です。

学生ハウス・アパート
主に学生向けの敷地や建物内に入るハウスや
アパート。1つ1つのハウスやアパートには寝室と
共用のリビング、キッチン、バスルーム等があり
ます。レジデンスよりも、シェアの単位が小さい
のが特徴です。

シェアハウス・アパート
構造は学生ハウス・アパートと似ていて、同じハ
ウス内、アパート内でシェアをするのは学生同士
だけですが、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大学生たちが住んでい
ることもあります。

学生レジデンス 
大きめの建物に学生用の部屋が並び、共同キッ
チンやシャワールーム等を利用、また学生ラウ
ンジで入居者同士での交流の機会もあります。
またカテゴリーによっては専用トイレ付、共用ジ
ム付といったものもあります。

アパートホテル　　　　　　　
ワンベッドルームアパート
欧米では珍しくないキッチン付きホテル。または
ワンルーム、ILDK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。

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。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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ECニューヨーク

ECボストン

ECモントリオール

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
フレドニア

ECオンキャンパス

ECバンクーバー

ECサンフランシスコ

ECロサンゼルスUCSCエクステンション
シリコンバレー

ECサンディエゴ

ECマイアミ

ECケープタウン

ECマルタ

ECロンドン
ECケンブリッジ

ECブライトン

ECマンチェスター

ECオックスフォード
ECブリストル

ECダブリン

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。

19
都市

5
30+ 開講都市

6
ヵ国

2
オンキャンパス校

36
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ECニューヨーク

ECボストン

ECモントリオール

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
フレドニア

ECオンキャンパス

ECバンクーバー

ECサンフランシスコ

ECロサンゼルスUCSCエクステンション
シリコンバレー

ECサンディエゴ

ECマイアミ

ECケープタウン

ECマルタ

ECロンドン
ECケンブリッジ

ECブライトン

ECマンチェスター

ECオックスフォード
ECブリストル

ECダブリン

140
学生国籍数

45,000 
1年間の総在学生数

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、アイルラン
ドとマルタ等、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。

37
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ECの留学先、国別ガイド

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

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

カナダ：街を出て週末ハイキング

アメリカ：ロサンゼルスの夕陽

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。



39

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

ダブリン・ダブリン30+・

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+

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

アイルランド：みんな大好き緑の帽子

南アフリカ：大陸最南端の喜望峰に立つ

イギリス：今も残る街角の電話ボックスマルタ：世界遺産都市バレッタの風景
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留学先で出来る体験 & 探検
交流＆遊びも学びの場に

海に囲まれた国、緑の大自然に触れられる国、大都会の生活
が楽しめる街、大好きだった音楽の発祥の地、古い歴史の感
じられる街、学園都市…。

決して楽しいことばかりではなく、大変なことや辛いことも起
きる留学。そんな時、「いつか住んでみたかった海外のこん
な場所」や、「いつかやってみたかったこんなこと」が出来る
場所にいられることで、「よし、もう少し頑張ってみよう」とい
う気持ちになれることもあります。

留学の一番の目的は、もちろん英語が上手になること。でも、
「憧れだった生活」を基準に留学先を選ぶことも、実は留学
を成功させるための一つの手段です。

EC各校の様子は各種SNSでも確認＆コミュニケーション可能

バンクーバーの森で

クラスメートと一緒にアイスクリーム サンディエゴでのビーチバレー
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ニューヨーク美術館での美術鑑賞

アイリッシュパブでのフォークソングナイト

アーケードでのゲームナイト

大人も楽しめる科学博物館見学
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※実際のアクティビティー内容や料金とは異なる場合があります。詳細は現地到着後に確認、お申込みください

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末
アメリカ：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

ビーチバレー&BBQ 
6:00pm

ECサッカー
3:30pm

発音クリニック 
12:30pm

サーフィン体験
14:00

ハッピーアワーの集い
5:30pm

ECピザパーティー

トワイライトコンサート
6:00pm

EC卒業式
ファーマーズマーケット

&ザ・グローブ $30

焼肉ナイト $40

週末ラスベガスツアー
$235～

ディズニーランドツアー
$165

カナダ：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 
12:30pm/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
13:30pm 

ホームワーククラブ 
12:30pm/1:30pm

会話クラブ 
12:30pm/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

イギリス：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1日ツアー
£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
1日ツアー £69

週末パリツアー
$160～

アイルランド：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

学校生活を彩るアクティビティー
EC各校では、ウェルカムイベントからパーティー、観光、スポーツ等、その街を楽しみ、友だちを作る良いきっかけとなるアクティティーが用意されて
います。下記は一部都市の例ですが、その他の学校の人気アクティビティー例は、各校情報ページをご参考ください。
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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。

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

オレンジカーペット・プレミア 
初日の特別プログラム
みなさんに新しい留学生活に早く慣れ、楽し
んでもらえるよう、ECでは様々な工夫を凝らし
ています。フロントデスクには文字通りオレン
ジカーペットが敷かれて飲み物やお菓子など
が用意されています。また一般的なオリエン
テーションの実施はもちろん、現地の文化や
生活について学ぶセッションなども実施され
ています。

外国の空港に降り立った瞬間、皆さんの心は期待と同時
に不安を感じることもあるでしょう。ECはオレンジカーペッ
トプロジェクトと呼ばれる制度を通じ、到着から卒業まで、
留学生の気持ちに寄り添ったサポートを提供しています。

現地生活スタートから
卒業まで

オックスフォード大学出版
第三者機関からの成績証明
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。
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EC 
ボストン

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

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

大学進学サポート

キッチンエリア

オレンジカーペット

活気のある学園都市でしっかり勉強
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECボストンのここが魅力
• 現地大学生とのカンバセーションパートナー制度。8週

間以上の受講生には、地元大学生とのカンバセーションパートナ
ー制度あり。留学生だけでなく、同年代のアメリカ人とも仲良くな
れる機会が用意されています。

• ボランティアアクティビティーが充実。地元施設との連携
で、最低月1回のボランティアアクティビティーを実施しています。

• ハーバード大学やMITで有名な学園都市、歴史を感じる趣のある
街並みも魅力です。 

• ECボストンは交通の要所ともなるボストンの中心地、ファニエル
ホールやマーケットスクエアのすぐそばに立地。通学にも観光に
もとても便利です。 

人気のアクティビティー
ボストン湾ボートクルーズ
有名大学キャンパス訪問ツアー
地元ボランティア参加
インターナショナルディナーナイト
シックスフラッグ遊園地
野球観戦
週末ニューヨーク、ワシントンDCツアー

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  または 

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/セメスター (24/30)
Higher Score® TOEFL (20 一般英語+10 TOEFL対策) 
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー 

16% サウジアラビア

16% 韓国

10% 日本

9% トルコ

5% 台湾

5% タイ

8% ブラジル

7% コロンビア

3% 中国

21% その他 (40)
16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

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

学校はこのすぐそば、クィンシーマーケット

活気のある学園都市でしっかり勉強

英語コースに　　
プラスしよう 
      

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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EC 
ニューヨーク

8
教室数

12
平均クラス人数

 (最大 15)

 120 
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

オレンジカーペット

ECはここから徒歩2分、絶好のロケーション

日本語スタッフ



47

国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECニューヨークのここが魅力
• タイムズスクエアに位置する絶好のロケーション。5thア

ベニュー、グランドセントラルステーション、エンパイアステートビ
ルも全て徒歩圏内です。 

• 英語を本格的に仕事に生かしたい人のための、グローバル人
材育成プログラムあり。 

• ミュージカルの本場、ニューヨークで学ぶダンス。英語＋ダンス
レッスンが1週間から可能です。 

• 「大人の留学」のための30+開講。若い学生も大人の学生も、そ
れぞれ同年代同士で留学生活が楽しめます。

人気のアクティビティー
エンパイアステートビル、自由の女神
フリーナイト美術館＆博物館
本場ミュージカル鑑賞
週末ボストン、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

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

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/セメスター (24/30)
Higher Score® TOEFL (30)
グローバル人材育成プログラム (30)
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー 

20% 韓国

18% 日本

10% ブラジル

9% 台湾

4% イタリア

3% コロンビア

7% スイス

6% トルコ

3% ロシア

20% その他 (46)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30
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empire state
building

macy’s

radio city

grand central
station

bryant
park

rockefeller
centre

carnegie hall

bloomingdale’s
tiffany & co.

THEATRE
DISTRICT

HELL’S
KITCHEN

GARMENT
DISTRICT

CHELSEA

TIMES
SQUARE

central
park

hudson
river

br
oa

dw
ay

br
oa
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ay

EC 

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

これぞニューヨーク、晴れた日の摩天楼

ECはここから徒歩2分、絶好のロケーション

タイムズスクエアから徒歩2分、マンハッタンの中心

英語コースに 
プラスしよう

英語＋ダンス
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EC 
ワシントン DC

11
教室数

12
平均クラス人数

 (最大15)

 165 
学校定員

14 
学生用コンピューター

18
受入最低年齢

スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

大学進学サポート

学生ラウンジ

オレンジカーペット

アメリカの首都で生活する絶好の機会

日本語スタッフ
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECワシントンDC校のここが魅力
• アメリカ政治の中心地で学べる。アメリカの首都、ワシント

ンDC。語学留学先としてはあまり一般的ではありませんが、ニュー
ヨークやロサンゼルスとはまた異なる、アメリカを代表する街の1
つを体感できます。 

• 校長先生は日本に住んでいたこともある、大の親日家。日本人率
の低い学校ですが、いつでも日本人学生の留学を心待ちにして
います。 

• ECはホワイトハウスから徒歩10分、地下鉄駅目の前の便利な立
地。また平均年齢が少し高目の落ち着いた雰囲気の学校です。 

人気のアクティビティー
アメリカ首都ウォーキングツアー
国会議事堂見学
アメリカ議会図書館見学
サッカークラブ
ロッククライミング
ロックランドでのバーベキューナイト
週末ニューヨークツアー

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   

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/セメスター (24/30)
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー 

22% サウジアラビア

16% ブラジル

11% コロンビア

10% 韓国

3% フランス

3% スイス

8% トルコ

6% 日本

2% スペイン

18% その他 (29)

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

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

アメリカを象徴する建物の1つ、ホワイトハウス

アメリカの首都で生活する絶好の機会

地下鉄駅のすぐ目の前、ホワイトハウスからは徒歩10分

英語コースに　　
プラスしよう 
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EC 
サンフランシスコ

15
教室数

12
平均クラス人数

 (最大15)

 222 
学校定員

23
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

図書室

自習室

学生ラウンジ

大学進学サポート

スターバックス

オレンジカーペット

サンフランシスコの象徴、ゴールデンゲートブリッジ
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECサンフランシスコ校のここが魅力
• 現地大学生と生活、無料レッスン付きの寮がある。

• 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、学校のあるビル18階からはサンフランシスコ
のシティービューが楽しめる。

• シリコンバレーにあるカリフォルニア大学(UCSC)エクステ
ンションへの転校もおすすめ。 

人気のアクティビティー
監獄島として有名なアルカトラズ島ツアー
　　(特にナイトツアーは怖さ倍増で大人気！)
サンフランシスコ・サイクリングツアー
カリフォルニア科学アカデミー(アルコールOKのナイトイベントも人気)
野球観戦(校長先生による面白観戦講座付)
市内ウォーキングツアー(学校スタッフによる豆知識ガイド付)
インターナショナル持ちよりディナーパーティー
週末ラスベガスツアー
週末グランドキャニオンツアー

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  

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/セメスター (24/30)
Higher Score® TOEFL (20 一般英語+10 TOEFL対策) 
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー 

15% 韓国

14% サウジアラビア

13% 日本

9% ブラジル

5% スイス

4% トルコ

8% 台湾

6% フランス

4% コロンビア

22% その他 (39)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

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 

坂道の多いサンフランシスコ名物、クラシックケーブルカー

サンフランシスコの象徴、ゴールデンゲートブリッジ

地下鉄駅徒歩3分、街の中心ユニオンスクエアからも徒歩ですぐ

英語コースに 
プラスしよう 

カリフォルニアドリーム
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EC 
サンディエゴ

8
教室数

12
平均クラス人数

 (最大15)

 120 
学校定員

22 
学生用コンピューター

16
受入最低年齢

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

オレンジカーペット

カリフォルニアの美しいリゾート地
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECサンディエゴ校のここが魅力
• ボランティアアクティビティーが充実。地元施設との連携

で、最低月1回のボランティアアクティビティーを、長年に渡って実
施しています。

• 無料授業付き学生寮あり。共用屋外プールも利用できる、カ
リフォルニアらしい滞在先です。 

• 英語＋サーフィンコースあり。学校前のスクールで学べるの
で、趣味を通じた友だちづくりにも最適。その他の有名サーフィン
スポットも、近くに点在しています。 

• カリフォルニアっ子も憧れのリゾート地、ラ・ホヤの海沿いに立
地。休み時間に先生や在校生の集う学校テラスはオーシャンビュ
ーです。

人気のアクティビティー
アメリカで最も有名な動物園の１つ、サンディエゴ動物園ツアー
博物館＆美術館無料開放日ツアー
体験サーフィン
ECビーチバレー＆バーベキュー
インターナショナル持ち寄りフードパーティー
名物メキシコ料理レストランでのハッピーアワー
CASA LOMAでのボランティア。優しいおじいちゃん、おばあちゃんたち
とパティオでお茶を飲みながらお喋りしたり、ゲームをしたり。

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/スーペリア  

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/セメスター (24/30)
ケンブリッジ英検対策 (20/30)
Higher Score® TOEFL (30)
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー 

20% サウジアラビア

17% 日本

17% スイス

13% ブラジル

3% トルコ

2% 台湾

11% 韓国

4% イタリア

1% フランス

12% その他 (30)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30
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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 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

prospect st

英語コースに 
プラスしよう 

サーフィン                             
カリフォルニアドリーム

海外沿いに続く遊歩道

カリフォルニアの美しいリゾート地

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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EC 
ロサンゼルス サンタモニカ

21
教室数

12
平均クラス人数

 (最大15)

 225 
学校定員

29 
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

図書室

自習室

学生ラウンジ

大学進学サポート

オレンジカーペット

夕刻のサンタモニカビーチでゆっくり過ごす

日本語スタッフ
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECロサンゼルス校のここが魅力
• サンタモニカビーチから徒歩５分の絶好の立地。ロサ

ンゼルスでは交通の便が良く、治安にも恵まれています。 

• アメリカ大学留学希望者に人気のサンタモニカカレッジと提携。
大学進学サポートあり。

• カリフォルニアらしい屋外プール付きの学生寮あり。ロサンゼルス
生活が満喫できます。

人気のアクティビティ
本場ディズニーランド＆ユニバーサルスタジオツアー
コリアタウンでの(本場!?)焼肉ナイト
ビーチバレー
サッカー
野球観戦ツアー
週末ラスベガスツアー
週末サンディエゴツアー

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  または , スーペリア  

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/セメスター (24/30)
ケンブリッジ英検対策 (20/30)
Higher Score® TOEFL (30)
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー

19% 日本

16% サウジアラビア

15% ブラジル

12% スイス

4% 台湾

3% イタリア

11% トルコ

4% 韓国

3% ロシア

13% その他 (38)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

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

ヴェニスビーチでのウォーキング

夕刻のサンタモニカビーチでゆっくり過ごす

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

英語コースに 
プラスしよう 

カリフォルニアドリーム
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EC 
マイアミ サウスビーチ

9
教室数

12
平均クラス人数

(最大15)

 135 
学校定員

26 
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

図書室

自習室

学生ラウンジ

大学進学サポート 

日本の冬がベストシーズン、サウスビーチ

日本語スタッフ

オレンジカーペット
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECマイアミのここが魅力
• ヨーロッパからの留学生に絶大な人気を誇る留学先。日

本人の少ないアメリカ都市を探す皆さんにおすすめ。

• 無料授業付学生寮、屋外プール付きの学生寮あり

• フロリダの温暖な気候で、冬でも暖かくベストシーズン。寒いのが
苦手な大学生の春休み留学にぴったりです。

• 一番の人気コースはケンブリッジ英検対策。勉強も遊びも頑張る
留学生の多い学校です。

人気のアクティビティ
エバーグレーズ湿地帯での探検ボートツアー
透き通る海でのシュノーケリング
ビーチバレー＆バーベキュー
アールデコ地域散策
週末フロリダディズニーランド
週末バハマツアー

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 

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/セメスター (24/30)
ケンブリッジ英検対策 (30)
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明 
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー

21% スイス

14% ブラジル

9% イタリア

8% トルコ

5% 日本

5% ベネズエラ

6% ドイツ

5% フランス

4% サウジアラビア

23% その他 (37)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

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

クリスタルブルーの海沿いをサイクリング

日本の冬がベストシーズン、サウスビーチ

サウスビーチのメイン通り、リンカーンロードの最高の立地

英語コースに　　
プラスしよう 
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EC 
モントリオール

23
教室数

12
平均クラス人数

 (最大15)

16
Higher Score® 

平均クラス人数 (最大18)

 290 
学校定員

15 
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

学校建物内
フードコート

キッチンエリア

大学進学サポート

有料
ビザアドバイス

サービス

学校建物内
スターバックス

屋外テラス

オレンジカーペット

近代的なコスモポリタンと歴史の融合

日本語スタッフ
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECモントリオール校の魅力
• 北米のパリと呼ばれる美しい街並みに暮らしながら学べる

• 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
使用言語もリクエストできる。 

• 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。

• ECの中でも学生満足度の高い学校。ビザアドバイスサポート、日本
語スタッフありで安心。

人気のアクティビティ
モントリオール旧市街歴史地区散策
ノートルダム大聖堂
マウントロイヤルハイキング
インドアスケート
オリンピックセンター
週末ニューヨークツアー
週末トロント＆ナイアガラの滝ツアー
週末スキーツアー

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

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

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習(英語コース受講生)
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー

22% ブラジル

16% コロンビア

11% 日本

10% スイス

3% イタリア

3% ドイツ

9% メキシコ

5% 韓国

2% フランス

19% その他 (51)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

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
QUARTERdr 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

�
�
�

語学コースに 
プラスしよう 

英語/フランス語プラス:
料理
ファームステイ

北米のパリと呼ばれる街並み

近代的なコスモポリタンと歴史の融合

地下鉄駅のすぐ前、カフェやフードコートもある建物内で便利
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EC 
トロント

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)

 330 
学校定員

29 
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

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

図書室

建物内カフェ

大学進学サポート 

有料
ビザアドバイス

サービス

カナダ最大の都市で学ぶ

日本語スタッフ

オレンジカーペットオレンジカーペット
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECトロント校の魅力
• 現地口コミで大人気のTOEIC点数アップ集中コース。ワーホ

リや長期留学の帰国前受講がお勧めです。

• 就職＆転職に生かすグローバル人材育成プログラム開講。  

• 「大人の留学」のための30+開講。若い学生も大人の学生も、それ
ぞれ同年代同士で留学生活が楽しめます。

• 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。

人気のアクティビティ
トロントの定番、CNタワー
ナイアガラの滝＆ワインテイスティングツアー
サメがいっぱい、リプレイ水族館
ボートで行くトロントアイランド
移民都市トロントのならでは、各国料理レストランめぐり
野球・アイスホッケー・バスケットボール観戦
週末ニューヨークツアー
週末フレンチカナダツアー（3都市めぐり）

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

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
グローバル人材育成プログラム (20+10)

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明 
オレンジカーペット
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー

20% 韓国

18% 日本

14% ブラジル

7% トルコ

4% 台湾

3% メキシコ

6% サウジアラビア

5% コロンビア

3% スイス

20% その他 (44)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

UNDER THE AUSPICES OF CONESTOGA
COLLEGE IELTS TEST CENTRE

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

↓
�
�
�

英語コースに 
プラスしよう

ファームステイ

オンタリオアートギャラリーのユニークな外観

カナダ最大の都市で学ぶ

地下鉄駅から徒歩3分、便利で落ち着いたエリア
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EC 
バンクーバー

19
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

23 
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

ケンブリッジ英検
公式試験センター

キッチンエリア

図書室

大学進学サポート

有料
ビザアドバイス

サービス

緑に囲まれた美しい都会

日本語スタッフ

オレンジカーペット
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECバンクーバー校の魅力
• 現地口コミで大人気のTOEIC点数アップ集中コース。ワーホ

リや長期留学の帰国前受講がお勧めです。

• アジア人留学生の多いバンクーバーにありながら、ECはヨーロッ
パや南米からの留学生も多く、抜群の国籍ミックスの良さを誇
っています。 

• 都市機能がコンパクトにまとまり、街を一歩外に出れば自然も広
がるバンクーバー。ECはスターバックスもコンビニも目の前の便
利な立地に恵まれています。

人気のアクティビティ
トーテムポールで有名な、スタンリーパーク
グランヴィルアイランドでのボート
バンクーバー郊外でのハイキング
キャピラノ吊り橋観光
トランポリンパーク
サッカー

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

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 TOEFL/IELTS (20)
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明 
オレンジカーペット
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー

19% 韓国

18% ブラジル

16% スイス

11% 日本

4% トルコ

3% 台湾

7% コロンビア

6% メキシコ

3% サウジアラビア

13% その他 (44)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

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
garden

400 m
approx. 5 min walk

Distance from EC

granville island 3km

stanley park 3km

whistler 120km

�
�
↑

EC 

ダウンタウンからハーバーを眺める

緑に囲まれた美しい都会

地下鉄駅の目の前。徒歩圏で何でもそろう便利な立地

英語コースに 
プラスしよう

ファームステイ
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EC 
ロンドン

13
教室数

11
平均クラス人数

 (最大14)

 182 
学校定員

17 
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

図書室

自習室

学生ラウンジ

建物内
スターバックス

建物内カフェ

テムズ川沿いのロンドンアイ近くで

オレンジカーペット
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECロンドン校の魅力
• パリ行き列車の出るロンドンの要所、ユーストン駅の目の前。通学

の便が良く、テイクアウェイのお店やパブも多い活気のあるエリ
アに位置。 

• 就職＆転職に生かすグローバル人材育成プログラム開講。 

• 「大人の留学」のための30+開講。若い学生も大人の学生も、それ
ぞれ同年代同士で留学生活が楽しめます。

• 30+ではビジネス英語だけをしっかり学べる「大人のビジネス
英語」開講

人気のアクティビティ
アフタヌーンティー＆英会話
テムズ川クルーズ
ミレニアム記念の大観覧車・ロンドンアイ
ロンドン動物園でのパーティー
世界の著名人たちに会えるマダムタッソー蝋人形館
週末コッツウォルズツアー
週末ベルギーツアー

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

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/セメスター (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 (20+10)

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー

14% トルコ

14% ブラジル

12% 韓国

10% 日本

5% サウジアラビア

5% イタリア

7% スイス

7% 台湾

5% フランス

21% その他 (54)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

for the teaching 
of English in the UK

Registered Exam Centre

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

深い歴史と首都の活気の共存する街

テムズ川沿いのロンドンアイ近くで

キングスクロス駅や大英図書館にも近い好立地

英語コースに　　
プラスしよう 
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EC 
オックスフォード

15
教室数

12
平均クラス人数

(最大15)

 204 
学校定員

17 
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

図書室

自習室

学生ラウンジ

キッチンエリア

イギリスの伝統クリームティーを楽しむ

オレンジカーペット
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECオックスフォード校のここが魅力　
• オックスフォード大学の学生とのディベートクラブ活

動あり。 

• フードスタンドやキュートなショップの並ぶマーケット広場の目の
前。クラスメートとスタンドをめぐりながら楽しくランチ選び。 

• バスターミナルのすぐ近く、放課後の近郊トリップや週末のロンド
ンバス旅行などにも便利。 

• しっかり学びたい長期留学生の多い学校。オックスフォード大
学の無料講座に積極的に参加する学生も！

人気のアクティビティー
映画ハリーポッターシリーズの撮影箇所も。市内カレッジ巡り
大学博物館、植物園見学
オックスフォード現代美術館
自分でも漕げるゆったりとした川下り、パンティング
ウォーリック城ツアー
サッカー
日帰りロンドン旅行
週末リバプール＆マンチェスターツアー

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

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/セメスター (20/30)
Higher Score® IELTS (30)
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー

15% トルコ

13% サウジアラビア

9% スイス

8% 日本

6% ブラジル

6% 台湾

8% コロンビア

8% 韓国

4% オマーン

23% その他 (27)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

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

オックスフォード大学の歴史ある図書館

イギリスの伝統クリームティーを楽しむ

for the teaching 
of English in the UK

Registered Exam Centre

市内の主要観光地は全て徒歩、バスターミナル目の前の立地

英語コースに　　
プラスしよう 
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EC 
ケンブリッジ

14
教室数

12
平均クラス人数

 (最大15)

 203 
学校定員

20
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

図書室

自習室

学生ラウンジ

ゆったりと流れるケム川でのパンティング

オレンジカーペット
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECケンブリッジ校の魅力
• 市内中心エリアにある唯一の英語学校。古い街並みの趣

と、若い大学生の集まる活気を同時に感じることができます。 

• 学校周辺には小さなカフェやショップ、ショッピングモール等が充
実。クラスメートを気楽に誘ってお出かけがしやすい環境です。 

• しっかり学びたい長期留学生の多い学校。ケンブリッジ大学
の無料講座に積極的に参加する学生も！

• レンタサイクルは学校で申し込み可能。週末の利用や通学にも便
利です。

人気のアクティビティー
キングスカレッジをはじめとする、市内カレッジ巡り
緑を満喫しながらゆったり巡るケム川下り、パンティング
イギリスガーデニングのヒントを見る大学植物園
フィッツウィリアム美術館見学
週末ロンドン旅行
週末ヨークツアー
週末ハリーポッタースタジオツアー

滞在先オプション 
ホームステイ/スタンダード , コンフォート 
学生レジデンス/コンフォート 
夏季 学生レジデンス/コンフォート 
学生ハウス/スタンダード 

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/セメスター (20/30)
ケンブリッジ英検対策 (30)
Higher Score® IELTS (30)
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明 
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー

13% トルコ

11% サウジアラビア

11% ブラジル 

10% イタリア

7% スペイン

5% 日本

9% スイス

8% 韓国

4% コロンビア

22% その他 (37)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30
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sidney st

jesus ln

king st
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↓
 ↓
↓
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r 
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200 m

approx. 2½ min walk

F��� EC

fitzwilliam museum
� ��� �� ����

cambridge university
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�� ��� �� ����

london
�� ��� �� �����

EC 

queen’s
college

king’s
college

jesus
college

christ’s pieces
park

THE BACKS
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theatre

parker’s piece 
park

cambridge
arts theatre

christ’s
college

grand arcade
shopping centre

jesus ln

king st

F��� EC

fitzwilliam museum
�� ��� �� ����

cambridge university
botanic garden

�� ��� �� ����

london
�� ��� �� �����
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ng

’s 
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ra
de

the grafton 
centre

parkside

ea
st

 ro
ad

mumford 
theatre

anglia ruskin 
university

newmarket road

美しい大学建築が街中に

ゆったりと流れるケム川でのパンティング

市内の主要観光地は全て徒歩、バスターミナル目の前の立地

for the teaching 
of English in the UK

Registered Exam Centre

英語コースに　　
プラスしよう 
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EC 
ブライトン

18
教室数

13
平均クラス人数

 (最大15)

 252 
学校定員

28 
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

図書室

自習室

学生ラウンジ

ロイヤルパビリオンの芝生でおしゃべり

オレンジカーペット
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECブライトン校の魅力
• 海沿いに白亜の瀟洒な建物の並ぶ魅力的な街並み。ECは

街のシンボル、ブライトン埠頭のすぐ近くの立地。 

• 地元テレビ局や新聞社が近く、合同プログラムが行われることも。

• 空が広く、海辺の街のゆったりさを持ちながら、サブカル、アートで
も有名な「クール」な留学先。

人気のアクティビティー
放課後の英国クリームティー
ロイヤルパヴィリオンツアー
ブライトン海洋生物センター見学
パブナイト
サッカー観戦
週末ロンドン旅行
週末バース＆ストーンヘンジツアー

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 
学生ハウス/スタンダード 
学生レジデンス/コンフォート , スーペリア 
夏季 学生レジデンス/スタンダード 

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/セメスター (20/30)
ケンブリッジ英検対策 (20/30)
Higher Score® IELTS (30)
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー

20% サウジアラビア

13% スイス

12% トルコ

10% 韓国

6% ブラジル

5% スペイン

7% イタリア

6% クウェート

4% コロンビア

17% その他 (44)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

w
es

t s
t

m
an

ch
es

te
r 

st

edward st

king’s rd

prince albert st

brighton
pier

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

�
←
→
↑

学校近くのビーチで授業やアクティビティーも

ロイヤルパビリオンの芝生でおしゃべり

英語コースに　　
プラスしよう 
      

海もすぐそこ、市内中心地の便利な立地で通学にも便利

for the teaching 
of English in the UK

Registered Exam Centre
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EC 
ブリストル

18
教室数

11
平均クラス人数

 (最大 14)

 191 
学校定員

18 
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

図書室

自習室

学生ラウンジ

街中から少し行けば緑の溢れる景色が

オレンジカーペット
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECブリストル校の魅力
• ロンドンから電車で約2時間、物価も安目の留学生に優しい

街。

• イギリス南西地域の中心都市。都市機能と自然の調和した街で、「
暮らすような留学」が自然体で実現。

• LCC便ヨーロッパ線の多い国際空港が近いので、留学中のヨー
ロッパ旅行にも便利。 

• ECは街の中心地、クィーンズスクエアに面した立地。休み時間にス
クエアの芝生でサッカーを楽しむ学生も。

人気のアクティビティー
隠れた名所をめぐるブリストルウォーキングツアー
学校寮でのインターナショナルフードパーティー
ブリストル美術館見学
ブリストル吊り橋ナイトウォーキングツアー
クィーンズスクエアでのスポーツアフタヌーン
週末バースツアー
週末ストーンヘンジツアー

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

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/セメスター (20/30)
ケンブリッジ 英検対策 (30)
Higher Score® IELTS (30)
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー

20% サウジアラビア

17% 韓国

11% スイス

9% スペイン

4% ブラジル

3% オマーン

8% トルコ

7% イタリア

3% コロンビア

18% その他 (32)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30
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theatrewatershed 
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EC 

400 m
approx. 5 min walk

From EC

bristol zoo gardens
35 min walk

clifton suspension bridge
36 min walk
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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

英語コースに 
プラスしよう
      

海＆川沿いのカフェまでお散歩

街中から少し行けば緑の溢れる景色が

お洒落なウォーターフロントエリアにも近い、市内中心部に立地

for the teaching 
of English in the UK

Registered Exam Centre
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EC 
マンチェスター

9
教室数

12
平均クラス人数

(最大15)

 135 
学校定員

15 
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

図書室

自習室

学生ラウンジ

ロンドン以外の大都市で楽しむイギリス留学

オレンジカーペット
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECマンチェスター校の魅力
• イギリス第2の都市とも言われる大都会の街。ロンドンよりずっと

物価は安いので、予算を抑えながら都会生活を満喫できる。 

• 運河沿いのキュートな散策路、レンガ造りの街並み、湖水地方へ
の週末旅行など、女子もしっかり楽しめる。 

• サッカーやブリティッシュロック好きの留学生や学校スタッフも多
いので、趣味を通じての友だち作りに最適。 

• 国際便も多く飛ぶマンチェスター国際空港は市内からすぐなの
で、留学中のヨーロッパ旅行にも便利。

人気のアクティビティー
英語が苦手でも大丈夫、サッカークラブ
みんなで楽しむサッカー観戦
マンチェスター市内サイクリングツアー
サッカー博物館見学
産業革命の発祥地、科学技術博物館見学
週末湖水地方旅行
週末リバプールツアー

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

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/セメスター (20/30)
ケンブリッジ Exam Preparation (30)
Higher Score® IELTS (30)
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー

25% サウジアラビア

12% クウェート

10% コロンビア

7% ブラジル

6% スイス

4% イタリア

7% トルコ

6% 韓国

3% 日本

20% その他 (38)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30
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運河沿いを散策、パブホッピングも

ロンドン以外の大都市で楽しむイギリス留学

バスターミナルやピカデリー駅にも近い市内中心部の立地

for the teaching 
of English in the UK

Registered Exam Centre

英語コースに 
プラスしよう
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EC 
ダブリン

スマートボード

無料WiFi

自習室

学生ラウンジ

図書室

9
教室数

12
平均クラス人数

(最大15)

 135 
学校定員

15 
学生用コンピューター

16
受入最低年齢

パブでのおしゃべり、アイリッシュ体験

オレンジカーペット
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECダブリン校の魅力
• 2017年新規開校のフレッシュな学校。お洒落でキレイな校

内で知られたEC各校の中でも、群を抜くスタイリッシュさです。

• 「大人の留学」のための30+開講。若い学生も大人の学生も、そ
れぞれ同年代同士で留学生活が楽しめます。

人気のアクティビティー
トリニティーカレッジツアー
ダブリン旧市街ウォーキングツアー
聖パトリック大聖堂
ダブリン城ツアー
フェニックス公園＆ダブリン動物園
ギネスビール・ストアハウス
テンプルバーエリアのアイリッシュパブ巡り

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

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/セメスター (20/30)
ケンブリッジ英検対策 (20/30)
Higher Score® IELTS (30)
個人レッスン

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー 

15% イタリア

12% ブラジル

12% オマーン

10% 韓国

5% 中国

5% ロシア

10% フランス

10% スペイン

5% 日本

16% その他 (16)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

EC 500 m
approx. 6 min walk

dublin castle
trinity college 

st stephen’s
garden

merrion 
square

ha'penny bridge

national gallery of ireland

the national 
concert hall

temple barold town

portobello

Distance from EC

xxxx 0km

xxx 0km

xxxx 0km

�
�
↑

st patrick's 
cathedral

Four
Courts

美しい夜景の広がる川沿いでのナイトライフ

パブでのおしゃべり、アイリッシュ体験

英語コースに 
プラスしよう
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EC 
マルタ

44
教室数

10
平均クラス人数

 (最大12)

ミニグループ最大6

498 
学校定員

23 
学生用コンピューター

16
受入最低年齢

(7月16日-8月26日
/18歳以上)

スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

建物内カフェ

屋外テラス

透明度の高い地中海の海中景色

日本語スタッフ

オレンジカーペット
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

15% 日本

14% トルコ

13% ブラジル

8% コロンビア

6% 韓国

5% イタリア

7% スイス

7% フランス

4% ロシア

21% その他 (66)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECマルタ校のここが魅力
• EC発祥の本校。地中海の島国で世界レベルの英語教育が受

けられる。

• カフェやレストラン、ホテルも多いセントジュリアンエリアに立地。
バスターミナルの目の前で、放課後の観光にも便利。 

• 帰国後すぐに使えるTOEIC点数アップ集中コースあり 

• 「大人の留学」のための30+はもちろん、年2回のクラブ50、春
季＆夏季ジュニアプログラム等、年齢別コースが充実。

人気のアクティビティー
エメラルド色の海が広がるコミノ島ツアー
マルタの兄弟島、ゴゾ島観光
ユネスコ世界遺産、古代遺跡神殿ツアー
イムディーナ・ナイトツアー
サッカー
夜景も楽しめるボートパーティー
日本では入手困難、マルタワインティスティング
週末シチリア島ツアー

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

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)
一般英語ミニグループ (20/30)
アカデミックイヤー/セメスター (20/30)
ケンブリッジ英検対策 (20/30)
Higher Score® IELTS/TOEFL (30); TOEIC (20)
個人レッスン
30+, クラブ50

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
往復空港送迎(ECで滞在先を申し込んだ場合)
オックスフォード大学出版によるレベル証明
オレンジカーペット
コース教材
無料授業
ウェルカムイベント・交流アクティビティー 
ビーチクラブメンバーシップ(夏季)

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 ↑

小さな島国に見どころがたくさん

透明度の高い地中海の海中景色

英語コースに 
プラスしよう 

PADIダイビング資格取得
海沿いのプロムナードを抜けてすぐ。バスターミナルも目の前
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EC 
ケープタウン

12
教室数

12
平均クラス人数

(最大15)

180 
学校定員

10 
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

図書室

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

アフリカの都会、ケープタウンで過ごす休日

オレンジカーペット
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国籍比率データ

年齢層データ

※学校情報は2017年の情報に基づくもので、今後予告なしに変更になる場合もあります。　※国籍データは2015/2016年のデータを基にしています。　※通学手段は代表的なものを記載しています。

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

ECケープタウン校の魅力
• ヨーロッパ人に人気のホリデー＆留学先。日本人が少なく、　　

人とは違うユニークな留学先を探している人向け。 

• ECはお洒落なV&Aウォーターフロントから数ブロックの便利な立
地。 モダンアフリカンな校内インテリアも自慢です。

• タウンシップの子供たちを訪れるボランティア活動が盛
ん。ECの先生たちによって始まった、長年続いているプロジェク
トです。

人気のアクティビティー
ネルソン・マンデラの偉業に触れる、ロベン島ツアー＆博物館
カラフルな街並み、ボカープエリアへのクッキングツアー
アート＆クラフトで人気、オールドビスケットミル
国立アートギャラリー見学
サッカー
クジラウォッチングツアー
ライオンズヘッドハイキング
週末サファリツアー

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 
スチューデントハウス/スタンダード , コンフォート   

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/セメスター (20/30)
ケンブリッジ英検対策 (20/30)
Higher Score® IELTS (30)
個人レッスン
インターンシップ

コースに無料で含まれるもの
EC申し込みと同時に利用可能なオンライン学習
往復空港送迎(ECで滞在先を申し込んだ場合)
オックスフォード大学出版によるレベル証明

20% ブラジル

19% サウジアラビア

18% スイス

10% イエメン

4% ドイツ

3% トルコ

6% フランス

5% アンゴラ

2% イタリア

13% その他 (42)

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

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 

英語コースに
プラスしよう 

サファリツアー

これぞアフリカ、サファリ体験

アフリカの都会、ケープタウンで過ごす休日

お洒落なウォーターフロントエリアのすぐ近く
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サラ
まず彼女が向かったのはスイスから一番行きや
すいイギリス。ECロンドン校で勉強していました
が、モントリオールに行けば英語と一緒に料理
も習えるという話を先生から聞いて、ECモントリ
オール校に転校しました。

モントリオールでの生活は、まさにサラのために
あるかの様。お菓子作りを学ぶのも全て英語な
ので、まさに好きな事をしながら英語が身につく
一石二鳥の留学でした。

留学後もサラのパティシエへの夢は収まらず、
キャリアチェンジを決意。ECの先生たちの協力
も得ながら英語面接の練習をし、英語履歴書を
作成、見事ロンドンでの仕事のチャンスを手に
入れました。パティシエとしては遅いスタートで
すが、いずれマーケティング会社での経験も生
きるようなビジネスが出来れば良いな、と思っ
ています。

学生時代からの友人ダニエラは、サラのキャリ
アチェンジに刺激を受けて、自分の夢のために
今マルタ校で英語の勉強を始めたところです。

アメリカ校 1月1日、1月15日、2月19日、4月16日*、5月28日、7月4日、
9月3日、10月8日、11月12日、11月22日、11月23日、12月25日
                                                                                                         *ボストン、ワシントンDC校

カナダ校

モントリオール 1月1日、3月30日、5月21日、6月25日、7月2日、9月3日、10月8日、
11月12日、12月25日、12月26日

トロント 1月1日、2月19日、3月30日、5月21日、7月2日、8月6日、9月3日、
10月8日、11月12日、12月25日、12月26日

バンクーバー 1月1日、2月12日、3月30日、5月21日、7月2日、8月6日、9月3日、
10月8日、11月12日、12月25日、12月26日

イギリス校 1月1日、3月30日、4月2日、5月7日、5月28日、8月27日、12月25日、
12月26日

マルタ校 1月1日、3月19日、3月30日、5月1日、6月7日、6月29日、8月15日、
9月21日、12月13日、12月25日

2018年-2019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。

2018年EC各校の休校日(各国の祝祭日・平日該当分のみ)
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イブラヒム
イブラヒムがロサンゼルスを留学先に選んだの
は、当然の結論と言えるでしょう。ハリウッド映画の
故郷、有名スポーツチーム、カリフォルニアの美し
いビーチ…。子供の頃から好きだった全てがそこ
にはありました。

授業が終わると歩いてすぐのサンタモニカビーチ
へ。そこで本を読んだり宿題をしたり、もちろん泳
いだり。また大好きな野球チームのゲームを目の
前で見ることもできました。

クラスでは、異なる文化的背景を持った人たちに
囲まれ、皆に分かるように、皆が納得できるように
と話し方にも気を付け、自信がつきました。また帰
国後も仕事をしながら英語の勉強が続けられるよ
う、ECのFusion Goを申し込み、オンラインで勉強
を続けました。おかげで帰国後も英語力は落ちる
ことなく、むしろアップ。結果、念願のもっと責任の
ある仕事に昇進することができました！

今は自分のこの体験を基に、弟たちにも留学を勧
めているところです。

ジュリア 
ジュリアが選んだ留学先はアフリカ大陸の最南
端、ケープタウンでした。大都会の最先端のア
ートに触れるのも良いけれど、アフリカらしい
カラフルな、自然なアートにもっと触れてみた
かったからですが、これが結果的には大成功。
ヨーロッパはもちろん、アフリカ諸国からの留
学生とも友だちになれ、内気な性格も克服で
きました。

ブラジルに帰国後は無事に大学を卒業しまし
たが、就職をする前にもっとチャレンジがしたく
なり、オーストラリア＆ニュージーランドでもう1
年を過ごすことに決めました。

最初のケープタウン留学とは違って、今度は英
語が出来る状態でのチャレンジなので、気持ち
にも余裕があります。そこでもまた異文化から
のインスピレーションを受け、将来に向けての
はっきりとした道を見つけたいと思っています。

ケンタ
ケンタが選んだ留学先はトロントでした。移民の
街らしく、様々な異文化が共存する生活はとても
刺激的、またカナダ経済の中心地で、グローバル
ビジネスを肌で実感できたのも有意義でした。

同時に日本とはまた異なるスケールの大きな大
自然に触れ、リラックスしながら勉強が出来たの
も思わぬ収穫。帰国後の会社提出用に、TOEICの
特別コースを追加受講したのですが、目標だっ
たTOEIC800点が達成できたので、大満足です。

が、実のところケンタにとっての一番の思い出
は、X-Manシリーズの撮影場所巡り。いくつポー
ズを取って写真を撮ったか、もう分からないほ
ど。趣味で自分で描く漫画にも様々なカナダで
の風景を取り入れています。

また、高校生の弟が自分に刺激を受けて、ECモ
ントリオールでのジュニア留学を決めたことも
心から応援していますが、自分より英語が上手に
なるのではないかと、ちょっと心配です…。

思った通りかもしれない、意外な展開を見せるかもしれない

留学後のそれぞれの道
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