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FIND YOUR VOICE.

空気なんて
読まなくていい

どうせ世界の空気は
違うから

感じよう
考えよう
探そう
話そう

自分の声を見つけよう
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ECオレンジカーペット

ECのオレンジカーペットは、語学学校として唯一、イギリスのカスタマーサービス賞で
銀賞を受賞したECオリジナルのプロジェクト。外国の空港に降り立った瞬間、みな
さんの心は期待と同時に不安でいっぱいになるかもしれませんが、ECは、この"オレ
ンジカーペットの精神"で、到着から卒業まで、留学生のみなさんの気持ちに寄りそ
ったサポートを提供しています。
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学校スタッフも楽しみな毎週月曜日のオレンジカーペット。これを踏みしめながら、みなさんの学校生活が始まります

人気の理由

みなさんの留学の始まりを心から応援したい - そんな気持ちを込めて

世界中のECではオレンジカーペットでみなさんをお迎えしています
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ECオレンジカーペット
留学開始前
同じ留学期間なら、開始レベルが高いほど、留
学終了時に達成できる英語レベルも高くなりま
す。日本にいる間に、ECオンラインを活用して少
しでも英語力を伸ばしておくことで、留学で得ら
れる最終成果を高めることができます。

パーソナル・ウェルカム
ホストファミリーや学生寮に到着したら、そこにはファミ
リーや寮のスタッフからの温かな「ウェルカム」が待って
います。学校への行き方や、近所の様子など、分から
ないことがあったら何でも聞いてみましょう。これをきっ
かけに友だちができることも多いものです。

サンデー・アクティビティー
現地に着いて最初の「不安な」週末。ECはそんな新
入生のみなさんのために、日曜日のアクティビティーを
実施しています。学校スタッフの案内で、他の入学予
定者たちと一緒に学校周辺を見学したり、ご飯を食
べたりしている間に、少しずつ不安も消えていきます。

オレンジカーペット・プレミア
ハリウッドのレッドカーペットを歩くセレブのように、学校
のみんなに歓迎されながら、学校の初日を迎えてもら
いたい。そんな気持ちで始まったECのオレンジカーペッ
トプロジェクト。明るいスタッフに迎えられて、授業初日
の不安な気持ちも吹き飛びます。

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

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

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

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

「もっと日本で勉強して来ればよかった…」これは在学中の留学生からよく聞く言葉です。
ECの細かいレベル分けなら、英語初心者でもクラスについて行くことは可能ですが、日本で
勉強しておけばおくほど、現地での留学生活が楽しくなるのも事実。ECでは留学前の無料
英語学習ツールを用意して、みなさんをお待ちしています。

人気の理由

留学先での英語の伸びは、留学開始時の英語力にも左右されます

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

ECオンラインの利用が大切な理由:

• 留学前に、英語を英語で学ぶ感覚に慣れておくことができる

• 留学前に、少しでも単語や文法を覚えておくことができる

• 自分の英語力の伸びを、客観的に把握することができる

• アドバイスを受けながら、自分に必要な自習ができる

• 留学前と後の英語力の伸びを、しっかりと可視化できる

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

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

受動態の使い方、WillとShallの使い分け、現在形の正しい使いかたと活用の3つに弱点が！

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

受動態を選んで練習問題スタート 正しい(と思う)答えをクリック 間違えても大丈夫。もう1度考えてみて 今度は正解、次の問題&ステップへ！

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

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

無料授業+
豊富なアクティビティー

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

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

各校オリジナルの無料授業例 - 人気の無料授業以外にも、在校生のみなさんのニーズやリクエストに応じて、下記のような無料授業を随時開催

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

留学中の時間を最大限に有効活用。ECでおすすめの無料授業や

豊富なアクティビティーを組み合わせて、英語を話す時間を最大限に
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日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末

ニューヨーク校例

新入生用
サンデーアクティビティー

 ブランチ会話 $20+

ウェルカムパーティー
14:30pm

会話クラブ 
11:45pm

ナショナル9.11
メモリアルミュージアム

5:30pm

大リーグ観戦
メッツ対パイレーツ
$40/5:30pm

グラマーワークショップ 
11:45pm

ブラジリアンディナーナイト
$25/5:30pm

EC卒業式

MOMA美術館ナイト
5:30pm

日帰りフィラデルフィア
ツアー$99

週末ボストンツアー
$235

ロサンゼルス校例

新入生用
サンデーアクティビティー

 ユニバーサル
スタジオツアー $165

新入生歓迎イベント

発音クリニック 
12:25pm

ECサッカー
3:30pm

ホームワーククラブ 
12:25pm

サンセットビーチバレー
6:00pm

英語救急クリニック 
12:25pm

ボウリングナイト
$15

EC卒業式

シネマアフタヌーン
2:45pm

週末ラスベガスツアー
$275～

ディズニーランドツアー
$165

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

アメリカ校例
オレンジ：無料アクティビティー

グレイ：有料アクティビティー
青：無料授業
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日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末
トロント校例

新入生用
サンデーアクティビティー

アルゴンキン
州立公園 $90～

新入生歓迎イベント

ライティングクリニック 
1:30pm

ホームワーククラブ 
1:30pm

会話ミートアップ
7:00pm

発音クリニック
1:30pm

 ボートパーティー
$25

会話クラブ
1:30pm

インターナショナル
パーティー

EC卒業式

ECニュースクラブ 
1:30pm

野球観戦 $25

ナイアガラの滝ツアー
$50～

週末ニューヨークツアー
$355 ～

バンクーバー校例

新入生用
サンデーアクティビティー

ウィスラー観光ツアー
$52

新入生歓迎イベント

パブアフタヌーン
2:45pm

会話クラブ 
1:30pm

スタンリーパーク
サイクリング $12

ディープコーブハイキング
1:30pm 

ホームワーククラブ 
1:30pm

会話クラブ 
/1:30pm

ライブラリースクウェア

EC卒業式

発音クリニック 
12:30pm/1:30pm

シアトル2日ツアー 
$199

ビクトリア観光ツアー
$110

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末

ロンドン校例

新入生用
サンデーアクティビティー

ケンブリッジツアー
£42

新入生歓迎イベント

カフェアフタヌーン
4:15pm

朝食&会話クラブ 
8:30am

EC アフターヌーンティー
2:45pm

ロンドンアイツアー £20

朝食&会話クラブ 
8:30am

テストスキルクリニック 
2:45pm 

EC サッカー  6:00pm

朝食&会話クラブ 
8:30am

ディナークラブ £15
ムービーナイト £8

 

朝食&会話クラブ 
8:30am
EC卒業式

ワーククリニック 
14:45

ウィンザー&ストーンヘンジ
ツアー £69

週末パリツアー
$160～

ケンブリッジ校例

新入生用
サンデーアクティビティー

ストラットフォードツアー
£34

新入生歓迎
ウォーキングツアー

フィッツウィリアム美術館
2:30pm

ECサッカー
3:30pm

会話クラブ 
2:45pm

ボードゲームナイト
14:30pm

キングスカレッジ見学
£8

ライティングクリニック 
2:45pm

EC卒業式

パンティング体験
£6

カンタベリーツアー
£36

ヨークツアー
£36

カナダ校例
オレンジ：無料アクティビティー

グレイ：有料アクティビティー
青：無料授業

イギリス校例
オレンジ：無料アクティビティー

グレイ：有料アクティビティー
青：無料授業

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

新入生用
サンデーアクティビティ

コーク&ブラニー城
1日ツアー €55

新入生歓迎イベント

パブアフタヌーン
5:00pm

発音クリニック 
2:30pm

ダブリン城ツアー €3.5

EC サッカー
3:00pm

トリニティーカレッジ
ライブラリー €8

ライティングクリニック 
2:30pm

国立博物館フリーツアー

EC卒業式

ギネス・ストアハウス €9.5

ベルファスト&ジャイアンツ
コーズウェーツアー€65

世界遺産ニューグレンジ
ツアー  €40

マルタ校例

新入生用
サンデーアクティビティー

コミノ&ブルーラグーン
1日クルーズ

€20

新入生歓迎イベント

ECクラブパーティー
8:00pm

リスニングクリニック
10:30am/14:45pm

ブルーグロット&
マルサシュロックツアー

€13

カフェ会話 
10:30am/14:45pm

イムディーナ夜景ツアー
€15

発音クリニック 
10:30am/14:45pm

ECサッカー
8:00am

映画クラブ 
10:30am/14:45pm

EC卒業式
世界遺産

バレッタツアー  €15

イタリア・シチリア島
1日ツアー€138～

ゴゾ島1日ツアー
€35

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末
メルボルン校例

移民博物館
$15

新入生歓迎イベント

ジョブクリニック 
1:45/2:45pm

メルボルン動物園
$28

会話クラブ 
1:45/2:45pm

ハッピーアワードリンク
$5/$6

ECボードゲーム大会

スカイデッキツアー
$15

EC卒業式

メルボルン
ギターフェスティバル

$35

ボタニックガーデン
フォレストセラピーツアー

$30

プラネタリウムナイト
$20

オークランド校例

ホビット村1日ツアー
$155 

新入生歓迎イベント

ジョブクリニック
11:00am/2:00pm

スタディクラブ
11:00am/2:00pm

会話クラブ
11:00am/2:00pm

EC卒業式
オークランド博物館

ムリワイビーチ＆ワイナリー
$26

 

ワトモ洞窟&キ―ウィハウス
€150

アイルランド&マルタ校例
オレンジ：無料アクティビティー

グレイ：有料アクティビティー
青：無料授業

オーストラリア&ニュージーランド校例
オレンジ：無料アクティビティー

グレイ：有料アクティビティー
青：無料授業

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

最新の英語教育

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

先生たちはその内容を先生専用のマイページで確認、毎日の授業に生か
します。

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

ECプロミス
個人学習カウンセリングで確実に上達
英語は漫然と授業を受けているだけ、その国に住んでいるだけでは上手に
なりません。定期的にテストを受け、また弱点があれば、それをどう克服すれ
ば良いのか、1人1人の学習スタイルに合った方法で個人アドバイスを受け
ることが、英語の上達には必須です。

レベルテスト：5週間に1度オンラインで実施。

個人学習カウンセリング：テスト結果を見ながら先生と個人面談。弱点
克服方法などのアドバイスを受けます。

特別サポート：ECで定めるチャート通りに英語力が上がっていない場合
には個人プランが作成され、アカデミックチームによる特別サポートが受けら
れます。

世界の英語教育はきっとみなさんが思う以上に進化しています

ECの新しい英語教育で、新しい英語コミュニケーション能力を！
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NPSスコアの導入：授業満足度のモニタリング
どんなにカリキュラムに力を入れても、どんなに最新の教育機器をそろえても、ECで学ぶみなさんが「英語が上手になっている！」という気持ちになれない限り、それは
良い授業とは言えません。

ECは学生のみなさんの満足度を数値化するために、NPSスコア(Net Promoter Score/ネット・プロモーター・スコア)と呼ばれるシステムを導入。そのスコアの変
化を常にモニタリングしながら、より良い教育、サービスにつなげるために利用をしている唯一の語学学校です (NPSスコアはアップル社等、多くの欧米の一流企業で
顧客ロイヤルティ度を計るために利用されています)。

1         2        3         4         5        6  7         8  9        10 

全く思わない   
Not at all likely

どちらでもない 
Neutral

非常にそう思う 
Extremely Likely

批判者
Detracters

中立者
Passives

推奨者
Promoters

授業に関する質問例：

・授業全体で身についた量
・1人目の先生(統合英語)の授業で伸びたと思う英語量
・2人目の先生(スキル英語)の授業で伸びたと思う英語量

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

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

 NPSスコア  推奨者の％数値  批判者の％数値ー＝

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

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

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

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

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

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

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

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

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

学生ラウンジ。学校環境の全てが楽しい留学生活に直結しています

自習エリア 無料WiFi スマートボード図書室&エリア学生ラウンジ

全校共通施設
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EC留学生の1週間
たとえばロンドン校の場合

木曜日

月曜日

16



17

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

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

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

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

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

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

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

放課後はサンデーアクティビティーで一緒だった人たち
と、ロンドン観光に行ってみた。学校からはどこに行くの
にも交通の便が良い。途中みんなで入ったカフェの注
文ですら、英語の練習。ちょっとトンチンカンなやり取り
をしてしまって恥ずかしい…。みんなでカフェにいると、
いかにも外国に住んでいるという感じで嬉しい。もっと
みんなの会話に入っていくのが次の目標。

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

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

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

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

日曜日-サンデーアクティビティー
当たり前だけれど、朝起きたらロンドンの寮の部屋にいた。今日はサンデーアクティビティーがあるというので行って
みることに。いたのはみんな新入生ばかり、1人でいる人もいて逆にほっとした。明るいブラジル人が話しかけてきて
くれて、一緒に行動することができて助かった。

ウォーキングツアーの後は、希望者だけ残ってディナーに行った。寮で1人で食べるのもなんだったので、とても助か
った。英語だらけのメニューで決めるのに戸惑ったけれど、みんなで「なんだろうね、これ」と言いながら選ぶのも楽し
かった。1日があっという間に過ぎてしまったけれど、明日に向けて少し気持ちの余裕が出てきた気がする。



18

自分に合った
プログラムを見つけよう

言語は自分を表現するための強力なツールであると同時に、目の前にいつ現れてもおかしく

ない、チャンスの扉を開くための道具でもあります。海外への憧れ、新たな体験、大学進学、

キャリアアップ&チェンジなど、みなさんにとっての扉は様々な形で現れるはず。ECはみなさんが

手に入れられるはずのチャンスを逃すことのないよう、言語習得への道のりを最後までサポート

します。

ECのレベル分けと時間割 20

基本の英語コース
ジェネラル英語 22

セミインテンシブ&インテンシブ英語 24

長期留学コース
アカデミックイヤー&ランゲージセメスターアブロード 26

履歴書に書ける英語&経験
英語資格試験対策コース 28

ビジネス英語 29

企業体験英語プログラム 30

海外ボランティア 31

大学進学&ギャップイヤー
カナダパスウェイプログラム 32

アメリカカレッジ進学英語 32

オーストラリア進学英語 33

マルタ大学ギャップイヤープログラム 33

年齢にふさわしいプログラム
大人の留学30+ 34

クラブ50 36

英語プラス
ダンス・サーフィン・グルメ＆料理・ダイビング 36

フランス語＆バイリンガル 37
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20
上記のデータは、2018年から2019年までの12か月間に、ECのプレイスメントテストと卒業テストを受けた学生の成績データに基づいています

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

ECレベル

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

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

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

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

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

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

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

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

週30レッスン
受講

週24レッスン
受講

週20レッスン
受講

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

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

レベルアップ：進捗テストを含むレベル確認テストは、5週間
に1回を目安に行われ、その結果やクラスでのスピーキング、
出席率等が総合的に判断されて、レベルアップが決まります。
卒業テスト：卒業最後の週に受けるレベル確認テスト。スキ
ル別に勉強開始時の結果と、卒業テストの結果が明記され
た証明書が発行されるので、自分の英語力の伸びが一目で
分かります。
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月 火 水 木 金

09:00 - 
10:30

授業
（統合英語）

授業
（統合英語）

授業
（統合英語）

10:45 - 
12:15

授業
（統合英語）

授業
（統合英語）

授業
（統合英語）

ランチタイム

14:45 - 
16:15

授業
(ターゲット）

授業
(ターゲット）

16:30 - 
18:00

授業
(ターゲット）

授業
(ターゲット）

ジェネラル英語20
月 火 水 木 金

09:00 - 
10:30

授業
（統合英語）

授業
（統合英語）

授業
（統合英語）

10:45 - 
12:15

授業
（統合英語）

授業
（統合英語）

授業
（統合英語）

ランチタイム

13:00 - 
14:30

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

14:45 - 
16:15

授業
(ターゲット）

授業
(ターゲット）

16:30 - 
18:00

授業
(ターゲット）

授業
(ターゲット）

セミインテンシブ24&インテンシブ英語28
セミインテンシブ英語：選択科目週2日 / インテンシブ英語：選択科目毎日受講

月 火 水 木 金

09:00 - 
10:30

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

10:45 - 
12:15

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

ジェネラル英語20
月 火 水 木 金

09:00 - 
10:30

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

10:45 - 
12:15

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

ランチタイム

13:00 - 
14:30

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

セミインテンシブ24&インテンシブ英語28
セミインテンシブ英語：選択科目週2日 / インテンシブ英語：選択科目毎日受講

月 火 水 木 金

08:00 - 
11:20

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

月 火 水 木 金

13:30 - 
16:50

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

月 火 水 木 金

08:00 - 
11:20

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

11:35 - 
13:15

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

月 火 水 木 金

11:35 - 
13:15

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

13:30 - 
16:50

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

授業
(ターゲット）

授業
（統合英語）

アメリカ・カナダ・イギリス・アイルランド・マルタ・南アフリカ校
シングルバンク制・時間割例
毎日朝から授業が始まる時間割表で、一部大規模校や繁忙期を除いて、一般
的に用いられています。曜日を問わず毎日決まった時間帯で生活が出来るのが
利点です。

ダブルバンク制・時間割例
午前と午後に交互に授業が行われる時間割表。大規模校や夏の繁忙期にこ
の時間割が利用されることが多く、朝のラッシュアワーを避けた通学が出来たり、
午前中の方が空いている観光地に行けたりするのが利点です。

ジェネラル英語20

セミインテンシブ24&インテンシブ英語28
セミインテンシブ英語：選択科目週2日 / インテンシブ英語：選択科目週4日受講

午前/午後制・時間割例
毎日朝からお昼まで、またはお昼から夕方まで授業が行われる時間割表。毎
日決まった時間帯で行動ができるのが利点です。

オーストラリア・ニュージーランド校

-細かい授業開始時間や終了時間は校舎によって異なります
-どの時間割表になるかは、レベルによって学校初日に決まります
-ダブルバンク制の場合、統合英語が午後にターゲット授業が
 午前中に行わ れることもあります

ECのレベル分けと時間割の仕組み 観光&ホリデー重視
自由時間が豊富に欲しい

ジェネラル英語20
統合英語x12＋ターゲット英語x8

統合英語と
ターゲット英語の授業を

受講

勉強も遊びも
バランスよく過ごしたい

セミインテンシブ英語24
統合英語x12＋ターゲット英語x8

＋選択科目x4

週20レッスンの授業に加え
スキルに特化した選択科目を

1週間に2回勉強

しっかり勉強したい
特に伸ばしたい英語力がある

インテンシブ英語28/30
統合英語x12＋ターゲット英語x8

＋選択科目x8または10

週20レッスンの授業に加え
スキルに特化した選択科目を

毎日勉強
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ジェネラル英語
英語留学の基本はここから

ジェネラル英語 1 2

開講校 EC全校

受講可能レベル 全レベル (*シドニー・ブリスベン・ゴールドコースト・オークランド
校はエレメンタリー以上)

開講日 毎週月曜日

受講期間 1週間以上

コース期間 1レベル14週基準  
(オーストラリア・ニュージーランド校は12週)

週レッスン数 20レッスン

週授業時間 15時間  (オーストラリア・ニュージーランド校は16.6時間) 2  
2 オーストラリア校で学生ビザで勉強する場合は受講不可

英語力評価

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

授業スタイル 教師と対面で行われる授業

授与されるもの コース修了証

英語4技能の相乗効果 
これから留学を始める人の多くが掲げる目標、「会話が上手になりたい！」でも、
おしゃべりをするだけのレッスンでは、会話は上手になりません。質問(リスニング)が
分からなければ答え(スピーキング)られないですし、文法を間違えてしまっていて
は、明日のことが今日のことのように理解されてしまいます。ECの一般英語の授
業では、まずは4技能をバランス良く身につけることに重点を置いています。

統合英語とスキル英語の組み合わせ
ちゃんと通じる、しっかりとした英語コミュニケーション能力をつけるために必要なの
が、英語の4技能をを組み合わせてどんどん練習、実践していくこと。ECの授業で
は、曜日別に重点が英語が決まっているので、めりはりの効いた勉強ができます。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

授業 
(統合英語)

授業  
(スキル英語)

授業 
(統合英語)

授業  
(スキル英語)

授業 
(統合英語)

休み時間

授業 
(統合英語)

授業  
(スキル英語)

授業 
(統合英語)

授業  
(スキル英語)

授業 
(統合英語)

統合英語 (週12レッスン) - 綿密に組み立てられたカリキュラムのもとに、様々な
テーマに則って、新しい単語と表現を学んで、それを使って話したり、聞いた会話
の内容について話し合ったり。英語知識を「入れて出して」の繰り返しで、4技能
しっかりと浸透させていきます。

スキル英語 (週8レッスン) - 統合英語と同じテーマで、スピーキング、リスニング、
リーディング、ライティングに集中して特訓。特訓後は聞いたら話す、読んだら話
す、話した内容について書く、といったスタイルなので、全ては英語コミュニケーショ
ンにつながっています。

参加型の授業
海外の人はしっかり自己表現ができる、という話を聞いたことはありませんか？グロー
バル社会で必須のこのスキルが苦手なアジアからの留学生は多いもの。ECの授業で
は、小さなことでも「私は～が好き。どうしてかと言うと…」、「私だったら～」といった答
えが求められることがよくあります。国籍豊かなクラスメートに囲まれて英語の勉強をし
ながら、自分の思っていることを遠慮なく話してみたり、回りの反応は気にせずに、自
分の意見を言ったりするのにも、慣れることができます。

EC English Australia Pty Limited delivers English language courses on behalf of Study Group Australia Pty Limited 
trading as Embassy English, CRICOS Provider Code: 01682E
1 General English (Beginner to Advanced) (1 to 52 weeks) CRICOS Course Code 072051D (Standard 20) 
New Zealand - Standard Course (General English 1)
2 The Standard General English programme is not available for student visa holders in Australia. 

Visa requirements vary between countries, please check with your local representative or Embassy for more 
information
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

統合英語 ターゲット英語 統合英語 ターゲット英語 統合英語

今日の話題＆テーマ

「私のジャーニー」

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

ライティング・リーディング

アウトカム/成果
読む人にきちんと伝わるストー
リーが書けるようになる。

ポイントを押さえながら文章が
読めるようになる。

「新たな始まり」

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

リスニング・スピーキング

アウトカム/成果
感情を上手く表しながら話
せるようになる。

ポイントと詳細を把握しなが
ら話を聞けるようになる。

「だれのせい？」

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

レッスン内容＆練習例
ある2人のジャーニーについて
の会話を聞いてみる。

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

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

会話を続ける上手な質問の
仕方を習う。

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

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

"へー、でもどうしてその時そっ
ちを選んだの？"
"あー、それはね…"

大変な結果になってしまったジ
ャーニーのストーリー
を読んでみる。 

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

新しいストーリーを作り、物
語の中身や流れについて考
える。

もっとインパクトのある表現や
説明方法がないか話し合う。

"この話は最後に入れた方が、
みんなびっくりするし、面白くな
ると思う！"

宿題：授業中に考えたストー
リーを完成させて書いて来る。

人生の岐路での「決断」につ
いてディスカッション。

あるきっかけで人生が激変し
た有名人のストーリーについて
読んでみる。

その中に出て来る表現、例え
ば「仮定法」について気を付
けながら。

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

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

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

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

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

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

宿題:自分のストーリーを録
音して来る。

悲惨な、大変な結果になった
ホリデーについての会話を聞
いてみる。

レベル度が上がる形容詞のグ
ループを学んで使ってみる

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

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

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

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

使用文法例:should
have done ～ 
訳:～するべきだった

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

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

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

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

• 週20レッスンの参考カリキュラム。週24レッスン、28/30レッスンの場合には20ページの
選択科目-スキル特化レッスンのページも合わせて参考にしてください。

• レベルはインターメディエイト(中級)を基準にしたものです。

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

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

特にスピーキング力が伸ばせる時間

特にリスニング力が伸ばせる時間

リーディングを通じて単語や表現に触れる時間

新しい単語や文法、英語表現等を習う時間

習った知識を使って書く時間＆課題

発音やイントネーションを学び、練習する時間

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



24

ジェネラル英語に加えて、自分の苦手克服に必要な科目や、留学の目的にあった英語スキルが学べるセミインテンシブ＆インテンシブ英語。たとえば単純に「スピーキング
が苦手」と思っていても、語彙力不足、表現＝文法力不足等その理由は様々なので、学校のアカデミックスタッフに相談しながら、その時の自分に合った科目を勉強する
のが上達への近道。コース途中での科目変更も可能です。

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

スキル特化レッスン 伸ばせる英語スキル 必要英語レベル
リーディング ライティング スピーキング リスニング 発音 文法 低 中 高

シティー体験英語 e e e e e e

ビジネス英語入門 e e e e e e

アカデミック英語 e e e e e e

自信のつくスピーキング e e e e e e

グローバル思考と理解 e e e e e e

コミュニケーションのための文法 e e e e e e e

実生活で使えるリスニング e e e e e e

ボキャブラリーを広げる e e e e e e e e

自信のつくライティング e e e e

リーディングとライティングの基礎 e e e

リーダーシップ英語 e e e e e

英語資格試験スキル e e e e e e e e

オンラインコミュニケーション e e e e

理解の深まる文法 (30+限定) e e e e e

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

実際の開講選択科目は、校舎や時期、
レベル等によって異なります。

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

自信のつくスピーキング
英語での会話に自信が持てるよう、ネイティブとの会話にもついて行けるよう、クラス
で会話を楽しみながら、またリスニングや発音、流暢さなどにも注意をはらいながら、
スピーキングの練習をします。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

理解の深まる文法 (30+限定)
昔習った文法を改めてしっかりと理解。シチュエーションにふさわしく、文法的にも正
しい、しっかりとした英語が使えるようになりたいという「大人のための英語」です。
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シティー体験英語 ビジネス英語 アカデミック英語

開講校 EC全校 (ワシントン、サンフランシスコ、サンディエゴ、ロサン
ゼルス、マイアミ、マルタ、ゴールドコースト校を除く) EC全校 ロサンゼルス, サンディエゴ, サンフランシスコ, ボストン

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

開講日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日

最短受講期間 1週間以上 1週間以上 1週間以上

最長受講期間 5週間 10週間 10週間

週レッスン数 20ジェネラル英語+10シティー体験英語  
(オーストラリア・ニュージーランド校は20+8) 

20ジェネラル英語+10ビジネス英語  
(オーストラリア・ニュージーランド校は20+8) 20ジェネラル英語+10アカデミック英語

週授業時間 22.5時間 (オーストラリア・ニュージーランド校は23.3) 22.5時間 (オーストラリア・ニュージーランド校は23.3) 22.5 

レベル評価

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

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

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

授業形式 教師と対面で行われる授業 教師と対面で行われる授業 教師と対面で行われる授業

授与されるもの コース修了証 コース修了証 コース修了証

セミインテンシブ英語 インテンシブ英語

開講校 アメリカ、カナダ、オーストラリア
ニュージーランド校 EC全校

受講可能レベル 
全レベル
*シドニー・ブリスベン・ゴールドコースト・ 
オークランド校: エレメンタリー以上

全レベル
*シドニー・ブリスベン・ゴールドコースト・
オークランド校: エレメンタリー以上

開講日 毎週月曜日 毎週月曜日

受講期間 1週間以上 1週間以上

コース期間 1レベル12週基準 
(オーストラリア・ニュージーランド校12週)

1レベル10週基準 
(オーストラリア・ニュージーランド校12週)

週レッスン数 24レッスン 30レッスン
(オーストラリア・ニュージーランド校28)

週授業時間 18時間
(オーストラリア・ニュージーランド校20)

22.5時間
(オーストラリア・ニュージーランド校23.3)

英語力評価

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

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

授業スタイル 教師と対面で行われる授業 教師と対面で行われる授業

授与されるもの コース修了証 コース修了証

シティー体験英語
留学先の街について、もっと知りたいという人たちのためのレッスン。その街の歴史や文化について学びながら、必
要な語彙力や表現力もしっかりと身に付ける、ユニークな英語カリキュラムです。
テーマは毎週変わり、例えば、"アート＆文化について説明しよう"というテーマの週であれば、それに関するストー
リーや英語表現について学んだあと、実際に地元の美術館や博物館などを訪れます。そこでは習った英語を思
い出しながら、クラスメートと鑑賞、翌日の授業ではさらに感想などを話し合ったりもできます。他にも"スポーツで
語ろう"でスタジアム見学、"地元の人のように話そう"で街中インタビューを行うなど、テーマには尽きません。

ビジネス英語入門
仕事で使える英語、初中級レベルから始められるビジネス英語レッスン (詳細は29ページ)。

アカデミック英語
レポートの書き方等、大学で必要な英語力とスキルを身につけるためのレッスン(詳細は32ページ)。

特別テーマプログラム・事前申し込み可

EC English Australia Pty Limited delivers English language courses on behalf of Study Group Australia Pty Limited trading as Embassy English, CRICOS Provider Code: 01682E
1 General English (Beginner to Advanced) (1 to 52 weeks) CRICOS Course Code 072051D.

New Zealand - Standard Course (General English 1) Intensive Course (General English 2)
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長期留学コース
アカデミックイヤー/ランゲージ・セメスター・アブロード

“ 長期留学生は他のコースの学生に比べて
も、モチベーションが高く、やる気のある学生が
多いです。将来のキャリアや、何らかの個人的
な目標等、彼らの目指すゴールはそれぞれで
すが、それに向けて彼らの英語力が確実に上
がるよう、毎日実用的な方法を駆使していま
すが、受け持っていて本当に教え甲斐のあるク
ラスです。”

 トーマス・ロビンソン, 英語教師 

自信がつきはじめると、この表情！

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

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

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

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

ECオンラインで
進捗度をモニター
ECのレベル確認テストは
コンピューターベースで行わ
れます。みなさんの英語力
の伸びや弱点、得意分野
等は、個人ページに記録さ
れ、ECオンラインを用いてモ
ニターされています。

コースの流れ

WELCOME 

受講中のテスト結果やレベルの伸
び、出席率等は、全てECオンライ
ンでデータ化、可視化されます。
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アカデミックイヤー20 アカデミックイヤー24
ランゲージセメスターアブロード24

アカデミックイヤー30
ランゲージセメスターアブロード28

開講校 カナダ・イギリス・マルタ・ケープタウン校 アメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド校 EC全校

受講可能レベル 全レベル 全レベル (*シドニー・ブリスベン・ゴールドコースト・ オークランド校は
エレメンタリー以上)

全レベル (*シドニー・ブリスベン・ゴールドコースト・ オークランド校は
エレメンタリー以上)

開講日

毎週月曜日 アメリカ&カナダ校：毎週月曜日 アメリカ・カナダ・イギリス・アイルランド・マルタ・南アフリカ校：毎週月曜日  

- オーストラリア＆ニュージーランド校: 2020年1月6日、2月17日
3月30日、5月11日、6月22日、8月3日、9月14日、10月26日 

オーストラリア＆ニュージーランド校: 2020年1月6日、2月17日
3月30日、5月11日、6月22日、8月3日、9月14日、10月26日 

最短受講期間 24週間 24週間 24週間

最長受講期間 24週間以上(ビザ条件による) 24週間以上(オーストラリア・ニュージーランド校は24・36・48週単位) 24週間以上(オーストラリア・ニュージーランド校は24・36・48週単位) 

週レッスン数 20 24 30 (オーストラリア・ニュージーランド校は28)

週授業時間 15 18 (オーストラリア・ニュージーランド校は20) 22.5  (オーストラリア・ニュージーランド校は23.3)

レベル評価

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

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

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

授業形式 教師と対面で行われる授業 教師と対面で行われる授業 教師と対面で行われる授業

授与されるもの コース修了証 コース修了証 コース修了証

EC English Australia Pty Limited delivers English language courses on behalf of Study Group Australia Pty Limited trading as Embassy English, CRICOS Provider Code: 01682E.   
Language Semester Abroad (Pre Intermediate to Advanced) (1 to 52 weeks): CRICOS Course Code 072052C
New Zealand - Standard Course (General English 1) Intensive Course (General English 2) 

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

長期留学に適したカリキュラム
ECのカリキュラムは各レベル、毎週、毎日分の学習
内容体系的、実践的に組まれているので、長期留
学生に必要な英語スキルをしっかりと網羅することが
できます。

コース変更制度
現地での英語の伸び具合によって、帰国後の進路変
更によって等、海外留学にコース変更が必要になるこ
とはよくあります。チュートリアルを受けながら、臨機応
変に自分にあったコースに変更していきましょう。

• 試験対策コース:ケンブリッジ英
検、IELTS、TOEFL、TOEICとその種類も様
々。。

• 企業体験英語:現地企業で英語を実践。帰
国後の就職や転職に自信がつきます。

• ギャップイヤー:現地の大学に1学期間通うコ
ース。英語ネイティブに囲まれたキャンパス生活が
送れます。

• 大学聴講体験:ECに通いながら一部大学の科
目を受講します。

上記プログラムの開講状況は各校舎によって異なります 
受講には一定レベルの英語力が必要です

転校制度 - 世界で学ぼう
一言で英語圏の国と言っても、その文化は様々。せっ
かくの長期留学の機会に、2か国以上の国で勉強、
生活をしてみるのもおすすめです。

世界8か国、24都市に校舎のあるECでなら、将来に
つながる豊かな経験が実現可能。またECは世界共
通のカリキュラムを採用しているので、転校先の学校
でもスムーズに勉強が続けられます。

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

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

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

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

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

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

ECの長期留学はここが違う
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英語資格試験対策コース
履歴書に書ける英語力

*ジェネラル英語20+試験対策10 
**ジェネラル英語20+試験対策4 
***試験対策28またはジェネラル英語20+試験対策8
**** 学生ビザ取得者は、スタンダード試験対策コース(20)は受講できません

EC English Australia Pty Limited delivers English language courses on behalf of Study Group Australia Pty Limited 
trading as Embassy English, CRICOS Provider Code: 01682E
Cambridge ESOL Exam Preparation (Pre Intermediate to Advanced) (12 weeks). CRICOS Course Code: 072053B
IELTS Preparation (Intermediate to Upper Intermediate) -52 weeks: CRICOS Course Code 076473E
New Zealand Standard Course (General English 1) Intensive Course (General English 2)

試験対策コース 

開講校 左記一覧表参照 

受講可能レベル 92ページ一覧参照

開講日 92ページ一覧参照

最短受講期間 92ページ一覧参照

コース期間 92ページ一覧参照

週レッスン数 20/24/30  
(オーストラリア・ニュージーランド校 20****/24/28) 

週授業時間 15/18/22.5  
(オーストラリア・ニュージーランド校 15/20/23.3) 

レベル評価

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

授業形式 教師と対面で行われる授業

授与されるもの コース修了証 

開講校(週レッスン数)

B2 C1 C2 IELTS TOEFL TOEIC

ボストン – – – – 30* –

サンディエゴ 20, 30 20, 30 30 – 20, 30 –

ロサンゼルス 20, 30 20, 30 – – 20, 30 –

マイアミ – – – – 30* –

ニューヨーク – – – – 20, 30 –

サンフランシスコ – – – – 30* –

ワシントンDC – – – 30* 30* –

モントリオール – – – 30* - –

トロント 30 30 – 20 20 20

バンクーバー 30 30 30 20 – –

ロンドン 20, 30 20, 30 30 20, 30 – –

オックスフォード – – – 20, 30 – –

ケンブリッジ 30 30 – 20, 30 – –

ブライトン 20, 30 20, 30 – 20, 30 – –

ブリストル 30 30 – 20, 30 – –

マンチェスター – – – 30* – –

ダブリン 20, 30 20, 30 – 20, 30 – –

マルタ 20, 30 20, 30 30 30 30 –

ケープタウン 20, 30 20, 30 30 20, 30 – –

メルボルン 28 28 – 20, 24** 28*** – –

シドニー 28 28 – 20, 24** 28*** – –

ブリスベン – – – 20, 24** 28*** – –

ゴールドコースト – – – 20, 24** 28*** – –

オークランド – – – 20, 24** 28*** – –

長期留学のモチベーション維持にも役立つ

基本英語力を高める
資格試験合格のためには、英語の基礎力向上が必須。リーディング、ライティン
グ、リスニング、スピーキングといった英語の基本スキルを地道に上げて行くことが、試
験合格、高スコア獲得への近道です。

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

IELTS 
IELTSテストは、イギリスやカナダ、オース
トラリア、また一部アメリカの大学入学要
件として利用されている資格試験です。 
また大学以外の専門機関や、移民条
件としての英語力の判定にも幅広くに使
われています。

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

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

ケンブリッジ英検
B2/C1/C2 

ケンブリッジ英検は、世界中の多くの企
業や大学で認められている英語資格検
定です。スピーキングのテストも含まれ難
易度は高めですが、「使える英語」が学
べるのが特徴です。

トロント・バンクーバー・マルタ・ケープタウン校はケンブリッジ英検の公式テストセンター
トロント校は他にIELTS、TOEFLの公式テストセンターに指定されています。
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ビジネス英語
同じ自己紹介でも、個人的な友だちを紹介されるのと、仕事の相手を紹介されるのでは、話すべき内容や使うべき表現は
違うもの。いざという時に困らないように、または仕事で使うことを前提に受講するコースです。

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

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

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

やシチュエーションを用いながら、ビジネスの様々
な場面で役立つ英語表現や単語を学ぶカリキュ
ラムです。 

開講校：EC全校

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

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

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

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

1クラス最大6名までの少人数クラスなので、セミ
カスタマイズのレッスンが可能。コース開始前には、
受講予定者からのニーズ調査が行われます。授
業は週20レッスンまたは30レッスンから選べ、更に
自分のニーズに合った授業を希望の場合には、1

週間に1コマから受講可能な、個人レッスンの追
加がおすすめです。

開講校：マルタ

世界中の「大人の留学」生に評判のロンドン30+
校で、在校生たちのリクエストに応じる形で始まっ
た、ビジネス英語クラス。クラスメートたちは、それぞ
れの国で、多種多様な仕事に付いている人たち
がほとんどなので、授業中のディスカッションも尽き

ません。せっかく高い英語力のあるみなさんであれ
ば、ぜひおすすめしたいビジネス英語コースです。

開講校：ロンドン
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企業体験プログラム
履歴書に書ける・仕事で使える海外体験

名前と国籍を教えてください - フェルナンダです。ブ
ラジル人です。

紹介された会社はどこですか? - Comickazeという
コミック&アニメショップです。

どの位の時間ショップにいましたか？ - 1日6時
間位ですが週末は長く、でも平日に休みの日もありま
した。

プログラム参加中の1番の体験は何でしたか？- 
お店に来るお客さんとのコミュニケーションが1番でした。
みんな私に負けないコミック＆コスプレ好きの人たちばか
りで、こんな環境にいられることが天国のようでした。

大変だったことは何ですか？- お客さん、特に若い
お客さんは早口で言っていることが分からなくて本当に
困りました。でも1週間位経った頃から段々聞き取れ
るようになって、今は誰が話す言葉でも分かるようにな
りました！

他の人たちにもこのプログラムを勧めたいです
か？- もちろんです。ネイティブの人たちと、リアルな場
で英語を話すのは本当に良い経験になりました。

あとコーディネーターの人が、私の変わったリクエストを真
剣に聞いてくれて、ぴったりのプログラム先を見つけてくれ
たことにも、本当に感謝しています！

出発前面接

規定の英語レベルがある人
は、出発前にスカイプ面接。
希望の体験分野の相談やプ
ログラム参加時の注意点など
を確認します(24週間以上コース

受講者は現地到着後の実施)。

英語コース受講

最低4週間、または規定の英
語レベルに達するまで、ECの
英語コースを受講します。

コーディネーター面談 

プログラム参加の4週間前
を目安にコーディネーターと
面談。2週間前を目途に紹
介候補の会社が案内され、
受入側との面談などが行わ
れます。

プログラム参加

受入先での体験内容につい
て、毎週コーディネーターにレ
ポートを提出。最後の週には
ファイナルレポートの提出が必
要です。

プログラム修了

プログラム最後の週は、ECで
活動内容についてプレゼン。
体験先会社名の入ったECか
らの修了証が授与されます。

1 2 3 4 5

プログラムの流れ

習った英語を現地でしっかりと使ってみたい、帰国後に英語を使った仕事がしたい、いつかは海外
で働いてみたい…。そんなみなさんにぴったりなのが、ECで英語力を伸ばした後にアメリカの会社
に行き、職場の雰囲気や文化に触れることのできる企業体験プログラム。リアルな仕事の場でネ
イティブスピーカーたちと過ごす時間は、アメリカのビジネス文化を理解し、習った英語を実践する
絶好の機会となるはずです。

企業体験プログラム 

開講校 ニューヨーク、サンディエゴ、サンフランシスコ校 

参加英語力条件 アッパーインターメディエイト修了以上

体験プログラム期間 4週間または8週間

体験プログラム時間 週20-40時間

英語コース期間(プログラム前) 4週間以上

受入年齢 18歳以上

サンフランシスコ
BMW
IT, 人事、部品部門

Expedition America
旅行会社

Relola
不動産デジタルマーケティング

Law Offices of 
Duong & Ambron
パラリーガル・アシスタンス

Sun Hee Moon
ファッション

ニューヨーク
Les Copains
ファッション

Scoozi Events
イベント企画

The Burgess Group
人材派遣

Fo.ri Showroom
ファッション

Detroit House
インターナショナルハウジング

サンディエゴ
Residence Inn by Marriott
ホスピタリティー

Path
非営利団体(ホームレス支援)

RJS Law
法律事務所

Jazz 88 Radio Station
フロントデスク＆マーケティング

Expedition America
旅行会社

実施＆提携企業例
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ボランティアプログラム
開講校：ケープタウン

必要とされる場所に行って、必要とされる活動を行うボランティア。南
アフリカにはみなさんのサポートを必要とする団体が数多くあり、英語
の勉強と海外ボランティアを兼ねたプログラムに参加可能です。

ECと提携のあるNPO団体は動物保護や子供に関するものが多く、
より自分の関心に近いもの、またプロジェクト期間などから選んで参
加。ありきたりの留学は望まない、本気で世界のコミュニティーに貢献
したい、そのために英語力もつけて頑張ってみたいという本格派のみな
さんのためのプログラムです。

海外ボランティア
人の役に立つ経験と英語の実践を同時に

ボランティアプログラム

受講可能レベル インターメディエイト以上

プログラム開始日 プロジェクトによって異なる

プログラム期間 主に2週間(プロジェクトによって異なる)

英語コース受講期間 2週間以上

受講可能年齢 18歳以上

人とは違う経験を。ケープタウンでのボランティア活動

ボランティアアクティビティー
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？
学校近く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、みなさんの特技を披露したり、一緒に楽しみます。

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。また施設の人と直接話をして、もっ
と頻繁に長期ボランティアを行う学生もいます。

現地で簡単申し込み
ボランティアサービスプログラムのスケジュールは、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。

その他、学校で相談をすればボランティア団体についてアドバイス可能。自分で
動いて行うボランティアなら、より価値のある経験になります。
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グローバル・パスウェイプログラム
海外大学・カレッジ進学/休学留学

カナダ

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

パスウェイコース
アッパーインターメディエイト以上の英語力がついた後は、大学進学後に必要な英
語力の習得に集中。新しい単語や文型も、大学生活を基にしたシチュエーションで
学びます。

また日本の高校生が日本の大学に入っても、最初の内はレポートの書き方や、大
量の論文の読み方などに戸惑うもの。日本の大学よりも「厳しい」と言われている海
外の大学での授業にしっかりとついていって単位を取るためには、海外の大学で必
要な論理的な考え方やレポートの書き方、プレゼンテーションの仕方等を入学前に
学んでおくことが必須です。

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

大学リサーチ
志望校を決める

英語コースための
ECの校舎を選ぶ

進学カウンセリング&
必要な英語力に到達

出願サポートで
大学入学

海外大学生活
立派に卒業！

1 2 3 4 5

アメリカ

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

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

アカデミック英語
インターメディエイト以上の英語力がついた後は、テーマ特化クラスを利用して、大学
進学後に必要な英語力の習得に集中。海外の大学で必要な論理的な考え方
やレポートの書き方、プレゼンテーションの仕方等を学びます。

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

グローバル社会での活躍を目指したい、日本とは違う国で大学生活を送ってみたい等、様々な理由から海外での大学進学を目指す人たちが増えてきています。ただし、英

語のスコアさえあれば海外の大学でしっかりと勉強できるというわけではありません。ECのプログラムを通じて「大学に入るための英語」ではなく、大学に入ってから必要になる

英語力をしっかりと身につけ、同時にスコア免除の特典を受けて大学に進学をするのがおすすめです。

大学パスウェイプログラム

開講校 トロント・バンクーバー校

受講可能レベル アッパーインターメディエイト以上

開講日 5週間に1回/93ページ一覧参照

最短受講期間 10週間

週レッスン数 24/30レッスン

週授業時間 18/22.5時間 

アカデミック英語

開講校 ボストン・サンディエゴ・サンフランシスコ・ロサンゼルス校

受講可能レベル インターメディエイト以上

開講日 毎週月曜日

受講期間 1-10週間 (1レベルあたり)

週レッスン数 30レッスン(20ジェネラル英語+10アカデミック英語)

週授業時間 22.5時間 

アカデミック英語+進学サポートパスウェイプログラム
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ECグローバルパスウェイプログラムについての詳細情報は、別途専門パンフレットも合わせてご覧ください

オーストラリア 

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

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

アカデミック英語 (EAP)

開講校 メルボルン・シドニ・ブリスベン校

受講可能レベル アッパーインターメディエイト

開講日 93ページ一覧参照

最短受講期間 10週間

コース期間 10/20/30/40週間

週レッスン数 28

週授業時間 23.3 

レベル評価

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

授業形式 教師と対面で行われる授業

授与されるもの コース修了証

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

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

マルタ

大学休学生向けギャップイヤープログラム
ECマルタ校の英語コースで英語力を伸ばした後に、マルタの国立総合大学で1学
期分の大学の授業を受けるギャップイヤープログラム。期末テストをパスすれば、マル
タ大学からの単位が受けられます(日本での認定は日本側大学の規定によります)。 

マルタ大学進学サポート
日本での最終学歴に応じて大学ファウンデーション課程、正規進学への進学サポ
ートが可能です。

マルタ大学ギャップイヤー&進学サポート

プログラム日程 EC英語コース マルタ大学

2020年大学前期コース 2020年4月-9月 2020年10月-2021年2月

2020年大学後期コース 2020年９月-2021年1月 2021年2月-6月

必要英語力 インターメディエイト程度 アッパーインターメディエイト修了

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

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

建築、経済、エンジニアリング等

アカデミック英語

ヨーロッパの国立大学でキャンパス体験

海外大学への入学ではなく、卒業をめざそう
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気の合う仲間たちと学ぶ
社会経験を積んでいたり、家族や子供がいたりといっ
た、共通の話題が多い人とのクラスの方が、苦手な英
会話でも、よりリラックスして授業に参加できます。 

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

              
大人の留学

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

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

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

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

アクティビティーも大人同士で楽しく
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22% ブラジル 6% ドイツ
13% コロンビア 5% イタリア
8% 日本 5% スイス
6% ロシア 35% その他 (74)

14% ブラジル 6% トルコ
8% サウジアラビア 6% スイス

8% 日本 6% フランス
7% イタリア 45% その他 (76)

19% ブラジル 6% フランス
18% イタリア 6% 日本
9% スペイン 6% ロシア
7% スイス 29% その他 (35)

21% ブラジル 7% コロンビア
15% 日本 5% スペイン

10% 韓国 5% トルコ
7% フランス 30% その他 (37)

27% ブラジル 9% 韓国
14% メキシコ 3% フランス

13% コロンビア 3% チリ
10% 日本 21% その他 (41)

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

学校情報

教室数 8 8 8 7 4

平均クラス人数 12 13 11 10 12

最大クラス人数 15 不定 14 12 15

学校定員 120 120 96 78 48

学生用コンピューター 2 12 6 4 4

受講可能最低年齢 30 30 30 30 30

開講コース

ジェネラル英語 (20) e e e e e

セミインテンシブ英語 (24) e e – – –

インテンシブ英語 (30) e e e e e

ビジネス英語 (20) – – e – –

ビジネス英語 (20+10) e e e e e

シティー体験英語 (20+10) e e e – e

個人レッスン e e e e –

ビジネスミニグループ (20) – – – e –

クラブ50+: ミニグループ20 – – – e –

企業体験英語 e – – – –

英語プラス ダンス – – ダイビング –

仕事や家族、国が違っても共通の話題は一緒です

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+

Coming soon...

ECは2020年に新たな30+クラスを
オープン予定です。どの国のどの都市で

新しいコースが始まるか
どうぞお楽しみに！

※国籍割合データは、2018/2019年の学生週数を基にしています国籍割合

受講可能レベル

ジェネラル/セミ&インテンシブ英語 全レベル

ビジネス英語 アッパーインターメディエイト以上

ビジネス英語入門 プレインターメディエイト以上

シティー体験英語 インターメディエイト以上

ビジネスミニグループ インターメディエイト以上
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日 サンデーウェルカムアクティビティー

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

火 レッスン 世界遺産都市バレッタツアー

水 レッスン オプショナル：ブルーグロット＆マルサシュロックツアー

木 レッスン ハーバークルーズ オプショナル：ヨガレッスン

金 レッスン オプショナル：ポパイビレッジ

土 ゴゾ島１日ツアー

日 オプショナル：シチリア島1日ツアー

月 レッスン ライムストーンヘリテージツアー オプショナル：ディナー

火 レッスン イムディーナツアー

水 レッスン マルタエクスペリエンス

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

金 レッスン 修了式

土 帰国

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

開講レベル 全レベル

開講 2020年5月4日-5月15日 
2020年9月28日-10月9日

レッスン数 20(週15時間)

クラス定員 6名

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

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

アクティビティー付プログラム:

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

趣味を通じて英語を使おう - お稽古留学 
サーフィン - サンディエゴ
海岸沿いのラ・ホヤ地域に位置するEC
ならではのサーフィン体験。プロのコーチに
習うので初心者でも安心。また基本的な
装備は全て貸し出されるので気軽に参
加できます。

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

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

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

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

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

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

英語コース期間：1週間以上
ライセンス取得期間：最短で1週間
 (2週間以上の滞在推奨)
英語レベル：初級以上

36



37

バイリンガル都市ならでは: 

フランス語&バイリンガルコース - EC モントリオール

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

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

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

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

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

北米のパリと呼ばれる美しい街並み

料理＆グルメ体験プログラム
気軽に料理を習いながら英語コミュニケーション。語学と合わせて地元のス
クールでの料理＆グルメ体験プログラムが受講できます。

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

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

ジェネラル
フランス語

セミインテンシブ
フランス語

インテンシブ
フランス語

フランス語
アカデミックイヤー

ビジネス
フランス語入門 DELF試験対策 DALF試験対策 バイリンガル

プログラム

対象レベル 全レベル 全レベル 全レベル 全レベル プレインターメディ
エイト 

ビギナーからアッパー
インターメディエイト アドバンス 全レベル

開講日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日 ECウェブサイト参照またはお問合せください 毎週月曜日

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

週レッスン数 20 24 30 20/24/30 30(20+10) 20一般フランス語
 + 10DELF

20一般フランス語
 + 10 DALF 24/30

週授業時間 15 18 22.5 15/18/22.5 22.5 22.5 22.5 18/22.5
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ECで勉強することになったきっかけは何です
か？
実は最初は留学はしたくなかったんです。父に留学を
すすめられましたが、自分が全く反対意見で。慣れ親
しんだ文化や家族、友だち、彼女と離れるのは嫌だっ
たし、要するに怖かったんだと思います。

最終的には、一度はそういう恐怖にも立ち向かわない
といけない、楽なだけの環境から自分を引き離してみ
ないといけないいうことに気づき、こんなチャンスを無駄
にしてはいけない、という結論に達しましたが、それまで
にはとても時間がかかりました。

外国で英語を勉強する、生活をすると決めてからは、
色々な行先のオプションを比べていましたが、マルタに
ついては最初は考えてもいませんでした。

アメリカやカナダ、イギリス、アイルランドなどいろいろな
場所の長所と短所、それから色々な学校の特徴など
を比べていったところ、最終的に落ち着いた行き先が
ECのマルタ校だったんです。

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

イヴァン・アンドレス・パドロン・バッザレリ, 23歳, ベネズエラ出身

ECにやって来る学生は、それぞれの目標や夢、憧れを持って空港に降り立ちます。ですが、目標達成までの道のりは決して楽しいだけ、楽な道のりではありません。でも、

学生のみなさんが自分の目標を達成することが私たちECの目標達成でもあり、みなさんがECにいる間、私たちはみなさんへのサポートを惜しむことはありません。

このインタビューはECマルタ校で勉強したイヴァンが答えてくれたもので、彼の留学の動機から初級レベルからの留学経験、一番の思い出、彼にとっての成功の意味などを、

これから留学を考えるみなさんのために語ってくれました。

マルタでの留学は、私の人生を変える体験でした！

              
EC体験談
初級クラスから上級まで
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自分の目標は達成できたと思いますか？
もちろんです。でも最初来た時の英語力は本当に全
てのスキルにおいて低かったです。回りが何を言ってい
るか分からないし、言いたいことは言えないし、とにかく
コミュニケーションを取るのに苦労しました。

学校でのスタートレベルはエレメンタリーで、約1年後
の今はプレアドバンスのクラスにいます。ここに至るまで
のレベルを1つ1つパスしていくこと、特に全ての英語
スキルを伸ばしていくことは、決して簡単なことではな
かったです。

たくさん勉強しても上手くならず、こんなに頑張ってい
るのに成果が表れず、そういう自分自身に心底がっか
りし、嫌になってしまうことも何度もありました。

先生は私に、それは上達のプロセスの一部に過ぎな
いんだということを理解させてくれ、そのお陰であきらめ
ることなく、とにかく頑張り続けることができ、多くのこと
を達成できました！

ECマルタ校での11カ月の留学で、ほとんどゼロに近
かった私の英語力は、「英語が上手だね」と褒められ
るレベルにまでに上がりました。周囲の人たちが英語
で話していることは普通に分かるし、コミュニケーション
もちゃんと取れます。それから英語に対する「知識」も
しっかり身につきました。

正直、英語力はもっと上げたいと思っていますが、そ
れに必要なコツも、学校に通いながら身につけられた
ので、私の英語はこれからももっと上手になると信じ
ています。

ECでの一番の思い出は何ですか?
みんなに話したい良い思い出がたくさんあり過ぎて困
りますが、どの思い出もここで出会った人たち、文化

ECでコミュニケーションに自信をつける

も精神も、信条も宗教も異なる、世界中の様々な
国からやって来た友だちに関係しているのは間違い
ないです。

私たちは全く違う国から、時には正反対の国からや
って来た学生同士ですが、お互いの価値観を理解
し、尊重し合いながら、1人の人間としての関係を築
いていました。それぞれの国の食べ物を一緒に食べ、
一緒に出かけ、毎日一緒に勉強をしながら、こうい
う友人たちと時を過ごせたことは、本当に素晴らしい
ことです。

ケンブリッジ対策コースの勉強はどうでしたか?
このクラスでの勉強も、留学中の1番の経験の1つで
す。授業の内容や進め方、勉強の仕方など、今まで
の自分には想像が付かなかったやり方でした。

またこのクラスで一緒に勉強した友人たちとは、特に
国や文化を超えて深い関係を築けました。

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

私がここで学んだのは単に英語だけではなかったです
から。

私は、自分がここで経験出来たことを本当に嬉しく思
っていますし、他の人たちもみんなここに来て、私がし
たような素晴らしい体験をする機会に恵まれれば良い
なと願っています。
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24 
都市

5 
30+開講校

29 
校

8 
か国

4 
大陸
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EC バンクーバー

EC サンフランシスコ

EC ロサンゼルス
EC サンディエゴ

EC マイアミ

EC ワシントンDC

EC ニューヨーク
EC ボストン

EC モントリオール
EC トロント

EC ケープタウン

EC マルタ

EC ブライトン
EC オックスフォード

EC ロンドン
EC ケンブリッジ

EC マンチェスター

EC ブリストル

EC ダブリン

マルタ

アメリカ

カナダ アイルランド イギリス

南アフリカ
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140+ 
国籍

60,000 
年学生数

41

EC シドニー

EC メルボルン

EC ブリスベン
EC ゴールドコースト

EC オークランド

世界で学べるECの都市一覧

オーストラリア

ニュージーランド
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学生レジデンス
学生向け大型施設で程よく交流できる

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

学生シェアハウス・アパート
小規模の学生用施設で程よく交流できる

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

暮らすような留学を実現学生コミュニティーの一員に

ホームステイ 
現地の家族の生活が体験できる

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

現地の生活に溶けこもう

選べる滞在先
タイプ＆カテゴリー別に選べる

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

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

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

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

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

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

徒歩 電車/地下鉄 バス 自転車
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シェアハウス・アパート
現地シェアハウスのような暮らしができる

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

アパートホテル・ワンベッドルーム
夫婦や友達同士、1人で生活でできる

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

ルームメートたちとの交流も

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

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

プライベートな時間も大切にしたい
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ロンドン

コーヒー/
カプチーノ

ペットボトルの
水/炭酸飲料

(330ml)

ファストフード
のセットミール

お手頃な
レストランでの

食事

ジム月会費
(大人1名)

公共交通
(市内)

英語の始まりはもちろんイギリス。その中心となるのが伝統ある大都会、ロンドンで、博物館や美術館はもちろん、ショッピング、ミュージカル、ナイトライフと訪れる誰も
が楽しめる街です。ECはそんなロンドンの中でも、ハリーポッターでもお馴染みのキングスクロス駅や大英図書館のすぐ近く、パリ行列車の発着するユーストン駅の目の
前に位置し、ロンドナー・ライフの満喫できる学校です。

£2.50-
£3.50

£0.60-
£1.50

£5.00-
£7.00

£10.00-
£20.00

£30.00-
£75.00

£1.75-3.00 (片道); 
£120.00-175.00 
(マンスリーパス)

緑の多い大都会、ロンドンでヨーロッパと世界に触れながら英語留学

本場の英語を
街の中心で学べる

ロンドンの物価の目安　○ ECロンドン校に通う学生の交通費、食べ物、交際費等を含む基本的な予算は、週200ポンドが目安です  

これらのコストは推定平均値に基くもので、事前通知なく変更になることがあります。出典: www.numbeo.com/cost-of-living.
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14
教室

12
平均クラス人数 
(最大14)

186
学校定員

16
学生用
コンピューター

16
受入最低年齢

基本事項
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12% ブラジル 7% サウジアラビア
12% 韓国 7% スイス
12% トルコ 6% 台湾
10% 日本 34% その他 (50)

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

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ
“私のECの自慢は、スタッフと学生の仲の良さです。カラオケ
ナイトでみんなで熱唱したり、先生やスタッフが案内する隠
れ家パブツアーにみんなで出かけたり、ECの学生限定の金
曜ディスコナイトがあったりと、友だちを作ったり、現地生活に
溶け込むのに一番の機会になっていると思います。

アクティビティーとしては、ロンドンアイ観覧車やマダムタッソー
蝋人形館も見て欲しいですし、市内の美術館や博物館は
ほとんど無料なので、気軽に行ってみられると思います。週
末には大学の街ケンブリッジや、海辺のブライトンなどへの国
内小旅行、それからブルージュなどの外国にも、電車に乗っ
て1日のツアーで行けてしまうんですよ！” 

 – アルベルト, 学生サービスコーディネーター

※実施アクティビティーは変更になる場合があります

  EC ロンドン
ウェストエンドラッセルスクエア駅 大英博物館

ユーストン駅

 セントパンクレス駅 ホルボーン駅
テンプル駅

トラファルガー広場
ランチェスター広場

セントポール大聖堂

学生ラウンジでの会話クラブ風景

こんな人におすすめ

ロンドン中心地の学校に行きたい - ECはロンドン交通網の
ゾーン1、地下鉄路線も多いユーストン駅前にあるので、通学も
観光も便利です。

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

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

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

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

開講コース
一般英語 (20/30)
ビジネス英語入門 (20+10)
シティー体験英語 (20+10)
アカデミックイヤー (20/30)
ケンブリッジ試験対策 (20/30)
IELTS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 、 、、コンフォート 
学生レジデンス コンフォート 、 、スーペリア  
夏季学生レジデンス・ コンフォート  

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週6回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの

地下鉄、バス、列車駅の集まるエリアで、交通の便の良さが抜群

建物内カフェ

2018/2019年の学生週数に基く
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オックスフォード大学
ディベート

ワークショップ

美しいオックスフォード大学の前でおしゃべり

オックスフォード
美しい緑に囲まれてゴシックスタイルの尖塔がいくつもそびえ立つ街、オックスフォード。12世紀にまで遡る大学の歴史では、宇宙論で有名なスティーブン・ホーキング
博士、詩人、作家のオスカー・ワイルド、インドの8代首相インディラ・ガンディー等、世界の著名人たちを輩出しています。ECはそんなオックスフォードの中心地、由緒
ある大学に囲まれた一角にあり、アカデミックな歴史を肌で感じながらの英語留学が可能です。

オックスフォードの物価の目安　○ ECオックスフォード校に通う学生の交通費、食べ物、交際費等を含む基本的な予算は、週165-175ポンドが目安です  

コーヒー/
カプチーノ

ペットボトルの
水/炭酸飲料

(330ml)

ファストフード
のセットミール

お手頃な
レストランでの

食事

ジム月会費
(大人1名)

公共交通
(市内)

£2.20-
£3.50

£0.70-
£1.50

£5.00-
£7.00

£10.00-
£15.00

£25.00-
£45.00

£2.00-3.00 (片道); 
£50.00-65.00 
(マンスリーパス)

これらのコストは推定平均値に基くもので、事前通知なく変更になることがあります。出典: www.numbeo.com/cost-of-living.
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無料授業のジョブクリニック

9
教室

12
平均クラス人数 
(最大15)

130
学校定員

16
学生用
コンピューター

16
受入最低年齢

基本事項
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21% サウジアラビア 8% トルコ

12% オマーン 6% ブラジル
9% 日本 6% スペイン
8% 韓国 30% その他 (37)

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

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ
“ECの自慢はまずオックスフォード大学のディベートクラブの
学生との交流です。ディベートと聞くと身構えてしまうかもし
れませんが、彼らとは長い付き合いなので、今ではECの学
生も気軽に参加していますよ。
あとはやっぱり川下りですね。穏やかな流れの川なので、
川沿いの美しい建物、ハリーポッターの撮影地になったクラ
イストチャーチカレッジなどを見ながら、ゆったりとした時間が
過ごせます。
週末は、イギリスは街によって雰囲気がとても違うので、ロ
ンドンやコッツウォルズにもぜひ行ってもらいたいですし、1日
パリ旅行にだって行けますよ!” 

 – キャンディス, センターマネージャー

※実施アクティビティーは変更になる場合があります

  EC オックスフォード

バリオールカレッジ

オックスフォード城

こんな人におすすめ

歴史のある大学都市で学びたい - オックスフォード大学の
歴史深い建物が街中に散在する、趣のある街並みです。 

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

名門大学の無料講座に参加してみたい - オックスフォード
大学では一般向けの講座も多く開催。スケジュールを確認して
参加してみましょう。

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

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

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

開講コース
一般英語 (20/30)
ビジネス英語入門 (20+10)
シティー体験英語 (20+10)
アカデミックイヤー (20/30)
IELTS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  、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   
夏季学生レジデンス・ スタンダード   

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週4回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの

街全体にカレッジの点在するオックスフォード大学の街

マーケット広場

2018/2019年の学生週数に基く
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ケンブリッジ
オックスフォードと並ぶ大学都市ケンブリッジ。ケム川に囲まれた街のあちこちに、13世紀にまで遡る由緒ある美しい大学の建物が点在し、レンガ造りの家々や可愛ら
しいショップやカフェ、パブと共に魅力あふれる街を作り出しています。ECはそんなケンブリッジの中心エリアに位置する唯一の語学学校。大学都市のアカデミックな雰
囲気と、絵本に出て来るような可愛らしい街並みの中で毎日英語が学べます。

美しい街並みを
自転車で

自転車を長期レンタル。通学や週末の郊外への小旅行に便利です



ケンブリッジの物価の目安　○ ケンブリッジ校に通う学生の交通費、食べ物、交際費等を含む基本的な予算は、週170-180ポンドが目安です  

コーヒー/
カプチーノ

ペットボトルの
水/炭酸飲料

(330ml)

ファストフード
のセットミール

お手頃な
レストランでの

食事

ジム月会費
(大人1名)

公共交通
(市内)

£2.00-
£3.00

£0.80-
£1.50

£5.00-
£7.00

£10.00-
£18.00

£25.00-
£45.00

£2.50-3.00 (片道); 
£50.00-65.00 
(マンスリーパス)

これらのコストは推定平均値に基くもので、事前通知なく変更になることがあります。出典: www.numbeo.com/cost-of-living.
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17% サウジアラビア 7% オマーン
10% トルコ 6% 韓国
9% ブラジル 6% 日本
7% イタリア 38% その他 (48)

14
教室

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

明るい通りに面した教室で楽しく授業

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ
“1953年にDNAの存在が発表されたのは、なんとケンブリ
ッジ市内のパブなんです。今でも普通にあるパブなので、ぜ
ひここで美味しいビールを飲んでみてください！ケム川での
パンティングはもちろん定番ですし、ECのアクティビティーとし
てのピクニックやテニス、美術館訪問なども人気です。

ただECは本当にケンブリッジの中心部にあるので、放課後
に近くのカフェに行ったり散策をしたりするだけでも、十分に
満喫できます。

ロンドンも近いので週末にはやっぱり一度は訪れて欲しい
ですし、エジンバラなどもとてもきれいな街ですよ” 

 – ミシェル, 学生サービスコーディネーター

※実施アクティビティーは変更になる場合があります

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

  EC ケンブリッジ

Parker's Piece 
Parkジーザスグリーンパーク

クライストカレッジ

クライスト
ピースパーク

ADCシアター

マムフォード
シアター

グラフトンセンター

こんな人におすすめ

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

放課後も気軽に友だちと過ごしたい - ECは市内中心
部にある唯一の語学学校。カフェやショップがすぐ近くなので、自
然と友だちとの時間が増えます。 

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

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

人気のアクティビティー例
キングスカレッジ見学
パンティング
フィッツウィリアム美術館
ボタニカルガーデン
ECサッカー
パブナイト
週末ウィンザーツアー
週末カンタベリー＆リーズ城ツアー

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)
IELTS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  、コンフォート 
学生レジデンス・ コンフォート  スーペリア 

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの

周辺にカフェやショッピングセンターの多い楽しい立地

2018/2019年の学生週数に基く
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ブライトン
ブライトンはクリエイティブなアートや音楽でも有名な街。せっかくならイギリスの名物料理フィッシュ＆チップスは、こんな海辺の街で試してみたいものです。ロンドンから
も近く、古い時代からロイヤルファミリーも訪れていた「ロンドンの海辺」の象徴となるのがロイヤルパビリオン。ECはもう1つの象徴となるブライトン埠頭からも近い街の中
心地の立地で、1ブロック先には海辺が広がっています。

英語&歌詞
トレーニング

ECから歩いてすぐのブライトン埠頭でリラックス

ブライトンの物価の目安　○ ブライトン校に通う学生の交通費、食べ物、交際費等を含む基本的な予算は、週165-170ポンドが目安です  

コーヒー/
カプチーノ

ペットボトルの
水/炭酸飲料

(330ml)

ファストフード
のセットミール

お手頃な
レストランでの

食事

ジム月会費
(大人1名)

公共交通
(市内)

£2.30-
£3.00

£0.60-
£1.20

£4.50-
£6.00

£10.00-
£25.00

£25.00-
£70.00

£2.50(片道); 
£50.00-80.00 
(マンスリーパス)

これらのコストは推定平均値に基くもので、事前通知なく変更になることがあります。出典: www.numbeo.com/cost-of-living.
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22% サウジアラビア 6% ブラジル
13% 韓国 5% クウェート
11% トルコ 5% イタリア
9% スイス 29% その他 (43)

18
教室

12
平均クラス人数 
(最大15)

270
学校定員

28
学生用
コンピューター

16
受入最低年齢

音楽や歌詞を通じて学べる文化や英語も

国籍割合

年齢層

学校スタッフのおすすめ
“ブライトンは、多分みんなが思う典型的なイギリスのイメー
ジとは大分違うと思います。最新カルチャーが街中にあふ
れているし、空は広々、海辺の建物は真っ白です。レーン
沿いの小さなお店は、本当にユニークなものにあふれている
ので、いつ歩いてみても楽しいですよ。

友だちをたくさん作りたい学生に人気なのは、やっぱりパブ
ナイト、週末は真っ白な崖で有名なセブンシスターズには
必ず行って欲しいですし,ロンドンも近いので毎週末のよう
に通っている学生もいますよ。”  

 – アンドレアス, 学生サービスコーディネーター

※実施アクティビティーは変更になる場合があります

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

  EC ブライトン 

 ロイヤルパビリオン

ブライトン美術館

ブライトン埠頭

ブライトン海洋生物センター

ブライトン
ビーチ

オールドスタイン

ロイヤルシアター

こんな人におすすめ

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

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

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

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

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

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

開講コース
一般英語 (20/30)
ビジネス英語入門 (20+10)
シティー体験英語 (20+10)
アカデミックイヤー (20/30)
ケンブリッジ英検対策 (20/30)
IELTS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  、コンフォート 
学生シェアハウス・スタンダード 
学生レジデンス・スーペリア 
夏季学生レジデンス・スタンダード 
学生シェアアパート・コンフォート 

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週3回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ブライトンの見どころが集まるエリア

2018/2019年の学生週数に基く
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ブリストル
ロンドンから約2時間、イギリスで最も”クール”な街に選ばれることも多い運河沿いの街ブリストルには、グルメ&音楽ファン、建築好きの人々がイギリス中から集まって
きます。都会の便利さを持ちつつ、郊外には緑の丘が続く暮らしやすさ抜群の留学先ブリストル。ECはクイーンズスクエアの一角に位置する緑に囲まれた学校です。

覆面芸術家
バンクシーの作品が

街中に

創造性、若さ、そしてバンクシーのホームタウン、ブリストル

ブリストルの物価の目安　○ ブリストル校に通う学生の交通費、食べ物、交際費等を含む基本的な予算は、週165-170ポンドが目安です  

コーヒー/
カプチーノ

ペットボトルの
水/炭酸飲料

(330ml)

ファストフード
のセットミール

お手頃な
レストランでの

食事

ジム月会費
(大人1名)

公共交通
(市内)

£2.30-
£3.00

£0.60-
£1.20

£4.75-
£7.50

£10.00-
£20.00

£20.00-
£45.00

£2.00-3.00(片道); 
£50.00-90.00 
(マンスリーパス)

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



73

18
教室

12
平均クラス人数 
(最大15)

191
学校定員

16
学生用
コンピューター

16
受入最低年齢

公園に面した明るく広々とした学校

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ
“学校の目の前のクイーンズスクエアは、芝生に座ってゆっく
りしたり宿題をしたり、サッカーボールをパスしあったり、ECの
学生も自然に過ごしているのが良いですね。

もしも「怖い」のが好きな人なら、ブリストルのホーンテッド・
ウォーキング・ツアーがおすすめですし、サスペンションブリッジ
を渡るのもスリリングです。カルチャー派の人には、もちろん
ブリストルの誇るバンクシーツアーで、街のあちこちの意外な
場所にも彼のアートは隠れていますよ。

週末はローマ時代の遺跡の町バースがすぐ近くですし、ロン
ドンにも気軽に行けます！” 

 – サンドラ, 学生サービスコーディネーター

※実施アクティビティーは変更になる場合があります

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

24% サウジアラビア 8% スイス

9% スペイン 6% クウェート
9% イタリア 5% オマーン
8% 韓国 31% その他 (35)

  EC ブリストル

アルノルフィニ・アートセンター

クイーンズスクエア
ブリストル劇場

ブリストル 
ヒッポドローム劇場

聖ニコラスマーケット

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの

こんな人におすすめ

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

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

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

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

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

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

お洒落なウォーターフロントエリアもすぐそこ

ブリストル水族館

2018/2019年の学生週数に基く
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マンチェスター
イギリス北部に位置するイギリス第2の都市マンチェスター。サッカーチームが有名なのはもちろんですが、音楽やグルメ、エンターテイメントなども充実した都会です。運
河沿いには赤いレンガ造りの家々が軒を連ね、街中には重厚な建物が立ち並ぶマンチェスターでは、ロンドンとはまた違ったシティー・ライフが楽しめます。ECはそんな
マンチェスターの中心部の立地、通学や街歩きに便利な学校です。

人気の無料
カフェ会話

ロンドンではない都会ならではの留学生活

マンチェスターの物価の目安　○ マンチェスター校に通う学生の交通費、食べ物、交際費等を含む基本的な予算は、週155-160ポンドが目安です  

コーヒー/
カプチーノ

ペットボトルの
水/炭酸飲料

(330ml)

ファストフード
のセットミール

お手頃な
レストランでの

食事

ジム月会費
(大人1名)

公共交通
(市内)

£2.25-
£3.00

£0.75-
£1.50

£5.00-
£6.00

£8.00-
£20.00

£17.00-
£35.00

£2.20-4.00(片道); 
£50.00-80.00 
(マンスリーパス)

これらのコストは推定平均値に基くもので、事前通知なく変更になることがあります。出典: www.numbeo.com/cost-of-living.
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9
教室

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

基本事項

75

30% サウジアラビア 6% オマーン
12% スペイン 6% スイス
10% ブラジル 5% コロンビア
9% クウェート 22% その他 (30)

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

国籍割合

年齢層

  EC マンチェスター  マンチェスター 
ピカデリー駅

中央図書館
マンチェスターセントラル
コンベンションセンター チャイナタウン

市庁舎
マンチェスターアートギャラリー

学校スタッフからのおすすめ
“マンチェスターを語るのに、やっぱりサッカーは欠かせませ
ん。たとえサッカーファンじゃない人でも、ここにいる間に1度
は試合を見に行ってみてください！

学校で友だちづくりに役立つのは、ボーリング大会やゴーカ
ート、イギリス人も大好きなビンゴ大会、それからそれぞれ
の国の言葉を教え合うランゲージ・エクスチェンジも人気が
ありますよ。

週末になったらリバプールや北ウェールズ、それからイギリス
らしい美しい景色の広がる、湖水地方への旅もぜひおすす
めです！”

 – コリン, 学生サービスコーディネーター

※実施アクティビティーは変更になる場合があります

みんなが集まるレセプション&ラウンジエリア

こんな人におすすめ

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

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

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

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

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

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

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

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

都市機能の充実したイギリス第2の都市

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

WELCOME 

新入生用日曜
ウェルカムイベント

コース教材

コースに無料で含まれるもの

2018/2019年の学生週数に基く


