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

AUSTRALIA
EC English Australia Pty Limited commits to complying with the ESOS framework which is 
comprised of legislative requirements and standards for the quality assurance of education and 
training institutions offering courses to international students. More information can be found on 
the Australian Government Department of Education and Training website: 
https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-Information/Pages/Regulatoryinformation.
aspx

NEW ZEALAND
The most recent results of an external quality assurance report by the New Zealand 
Qualifications Authority (NZQA) can be found here: https://www.nzqa.govt.nz/providers/details.
do?providerId=666758001

EC commits to fully complying with the International Student Contract Dispute Resolution 
Scheme (DRS). More information can be found at www.istudent.org.nz. A copy of DRS rules 
is available at http://legislation.govt.nz/regulation/public/2016/0042/latest/DLM6748715.
html?src=qs

EC English Australia Pty Ltd, Trading as EC English 
CRICOS Provider Code: 03812F

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

Chain School 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020
Junior Course for Under 18s 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
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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
2018年に最高賞を受賞しています。またイノベーション部門でも
2度の最高賞を受賞しています。合わせて2016年には、イギリス
のカスタマーサービスアワードにノミネートされ、語学学校として初め
て、シルバースター賞を受賞しています。

ニュージーランド

オーストラリア

カナダ

イギリス

マルタ



3

目次
認定機関と受賞歴	 2
Find	Your	Voice		 4
EC各校都市一覧	 6
ECの語学留学ウィズコロナ		 8	

ECの人気の理由 10
オレンジカーペット		 10
ECオンライン		 12
ECバーチャル		 14
無料授業と豊富なアクティビティー		 16
最新の教育メソッドとカリキュラム	 20
キレイな学校、絶好のロケーション	 22
EC留学生の1週間		 24

自分に合ったコースを見つけよう 26
ECのレベル分けとレベルアップ保証	 28
ECの基本の英語コースと時間割		 30
ジェネラル・スタンダード英語		 33
セミインテンシブ・インテンシブ英語		 34
長期留学生のためのコース		 36
英語資格試験対策コース		 38
ビジネス英語		 40
フランス語&バイリンガルコース	 41
大学進学グローバルパスウェイ	 42
インターンシップ&ボランティア	 44
クラブ50	 45
英語+お稽古留学	 45
大人の留学30＋	 46
EC留学生のサクセスストーリー		 48

世界で選べるECの都市 50

留学中に暮らす場所	 52

アメリカ 
EC	ボストン		 56
EC	ニューヨーク		 58
EC	ワシントンDC		 60
EC	サンフランシスコ		 62
EC	サンディエゴ		 64
EC	ロサンゼルス		 66
EC	マイアミ		 68

カナダ 
EC	モントリオール																																								72
EC	トロント																																															74
EC	バンクーバー																																									76
 

イギリス 
EC	ロンドン		 80
EC	オックスフォード	 82
EC	ケンブリッジ	 84
EC	ブライトン	 86
EC	ブリストル	 88
EC	マンチェスター	 90

アイルランド 
EC	ダブリン	 94

マルタ 
ECマルタ	 98

南アフリカ 
ECケープタウン	 102

オーストラリア 
ECメルボルン	 106
ECシドニー	 108
ECブリスベン	 110
ECゴールドコースト	 112

ニュージーランド 
ECオークランド	 116

各種コース日程&2021年休日一覧　　　        118
次のステップ	 120



44



5

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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私の居場所は
世界にあるかもしれない

日本だって世界の一つ
とりあえず、英語から始めよう

4 
大陸

8 
か国

30 
校

6
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カナダ
モントリオール
トロント

トロント	30+
バンクーバー

バンクーバー	30+

アメリカ
ボストン
ニューヨーク

ニューヨーク	30+
ワシントンDC
サンフランシスコ
サンディエゴ
ロサンゼルス	
マイアミ

イギリス
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

アイルランド
ダブリン	

ダブリン	30+

マルタ
マルタ

マルタ	30+

南アフリカ
ケープタウン

オーストラリア
メルボルン
シドニー
ブリスベン

ゴールドコースト

ニュージーランド
オークランド

ECで英語が学べる世界の街
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ECの語学留学
ウィズコロナ/Covid-19

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

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

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

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

	 校舎や教室内ではマスクやフェースシールドを着用しています。

	 校舎内の必要な場所に手指消毒液が設置されています。

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

	 教室の椅子や机はソーシャルディスタンスが守れるように配置されています。

	 教室の床にはソーシャルディスタンスの目安を示す印が貼られています。

	 教室やトイレなどの共用施設は、定期的に消毒作業が行われています。

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

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

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

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

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

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

世界中のECではオレンジカーペットでみなさんをお迎えしています

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

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

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

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

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

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

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

1 2

3 4

5 6 7

みんなに祝福されての卒業式。ロンドン校で

ECオレンジカーペット

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

「もっと日本で勉強して来ればよかった…」これは在学中の留学生からよく聞く言葉です。
ECの細かいレベル分けなら、英語初心者でもクラスについて行くことは可能ですが、日本で
勉強しておけばおくほど、現地での留学生活が楽しくなるのも事実です。

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

12

2人気の理由

留学先での英語の伸びは、留学開始時の英語力にも左右されます

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

ECオンラインの利用が大切な理由:

• 留学前に、英語を英語で学ぶ感覚に慣れておくことができる

• 留学前に、少しでも単語や文法を覚えておくことができる

• 自分の英語力の伸びを、客観的に把握することができる

• アドバイスを受けながら、自分に必要な自習ができる

• 留学前と後の英語力の伸びを、しっかりと可視化できる

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

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

マイページから自分の学習データや過去の記録、学習プラン、学校情報などを選択

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

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

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

今までに出された課題や学習プランを遡って
確認。自分で学習管理ができます。

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

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

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

ハイブリッド留学、ECバーチャル
世界の教室を自分の部屋に 

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

用に再構築した質の高いオンライン教育

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

自分に合ったものが選べます。

14

Online

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

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

Powered by

充実留学のための
理想の3ステップ	

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

EC留学 現地生活

Accredited by
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ECバーチャルの各種プログラム

ジェネラル英語

ECバーチャル・プレミアム  
ジェネラル英語 

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

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

ECバーチャル・スタンダード 
ジェネラル英語 

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

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

ECバーチャル・オンデマンド  
目的に特化したカスタム授業

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

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

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

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

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

ジェネラルフランス語

ECバーチャル・フランス語
ECモントリオール校提供

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

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

大学＆カレッジ進学パスウェイ

ECバーチャル・大学進学パスウェイ準備
カナダ大学進学への最初の一歩

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

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

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

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

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

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

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

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

ジュニアプログラム

ECバーチャル  
ヤングラーナーズ・プレミアム  
13-18歳対象

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

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

ECバーチャル  
ヤングラーナーズ・スタンダード  
13-18歳対象

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

留学中の時間を最大限に有効活用。ECでおすすめの無料授業や

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

ニューヨーク校例

新入生用
サンデーアクティビティー

 ブランチ会話 $20+

ウェルカムパーティー
14:30pm

会話クラブ 
11:45pm

ナショナル9.11
メモリアルミュージアム

5:30pm

大リーグ観戦
メッツ対パイレーツ
$40/5:30pm

グラマーワークショップ 
11:45pm

ブラジリアンディナーナイト
$25/5:30pm

EC卒業式

MOMA美術館ナイト
5:30pm

日帰りフィラデルフィア
ツアー$99

週末ボストンツアー
$235

ロサンゼルス校例

新入生用
サンデーアクティビティー

 ユニバーサル
スタジオツアー $165

新入生歓迎イベント

発音クリニック 
12:25pm

ECサッカー
3:30pm

ホームワーククラブ 
12:25pm

サンセットビーチバレー
6:00pm

英語救急クリニック 
12:25pm

ボウリングナイト
$15

EC卒業式

シネマアフタヌーン
2:45pm

週末ラスベガスツアー
$275～

ディズニーランドツアー
$165

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

アメリカ校例
オレンジ：無料アクティビティー
グレイ：有料アクティビティー

青：無料授業
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日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末
トロント校例

新入生用
サンデーアクティビティー

アルゴンキン
州立公園 $90～

新入生歓迎イベント

ライティングクリニック 
1:30pm

ホームワーククラブ 
1:30pm

会話ミートアップ
7:00pm

発音クリニック
1:30pm

 ボートパーティー
$25

会話クラブ
1:30pm

インターナショナル
パーティー

EC卒業式

ECニュースクラブ 
1:30pm

野球観戦 $25

ナイアガラの滝ツアー
$50～

週末ニューヨークツアー
$355 ～

バンクーバー校例

新入生用
サンデーアクティビティー

ウィスラー観光ツアー
$52

新入生歓迎イベント

パブアフタヌーン
2:45pm

会話クラブ 
1:30pm

スタンリーパーク
サイクリング $12

ディープコーブハイキング
1:30pm 

ホームワーククラブ 
1:30pm

会話クラブ 
/1:30pm

ライブラリースクウェア

EC卒業式

発音クリニック 
12:30pm/1:30pm

シアトル2日ツアー 
$199

ビクトリア観光ツアー
$110

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末

ロンドン校例

新入生用
サンデーアクティビティー

ケンブリッジツアー
£42

新入生歓迎イベント

カフェアフタヌーン
4:15pm

朝食&会話クラブ 
8:30am

EC アフターヌーンティー
2:45pm

ロンドンアイツアー £20

朝食&会話クラブ 
8:30am

テストスキルクリニック 
2:45pm 

EC サッカー  6:00pm

朝食&会話クラブ 
8:30am

ディナークラブ £15
ムービーナイト £8

 

朝食&会話クラブ 
8:30am
EC卒業式

ワーククリニック 
14:45

ウィンザー&ストーンヘンジ
ツアー £69

週末パリツアー
£160～

ケンブリッジ校例

新入生用
サンデーアクティビティー

ストラットフォードツアー
£34

新入生歓迎
ウォーキングツアー

フィッツウィリアム美術館
2:30pm

ECサッカー
3:30pm

会話クラブ 
2:45pm

ボードゲームナイト
14:30pm

キングスカレッジ見学
£8

ライティングクリニック 
2:45pm

EC卒業式

パンティング体験
£6

カンタベリーツアー
£36

ヨークツアー
£36

カナダ校例
オレンジ：無料アクティビティー
グレイ：有料アクティビティー

青：無料授業

イギリス校例
オレンジ：無料アクティビティー
グレイ：有料アクティビティー

青：無料授業

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

新入生用
サンデーアクティビティ

コーク&ブラニー城
1日ツアー €55

新入生歓迎イベント

パブアフタヌーン
5:00pm

発音クリニック 
2:30pm

ダブリン城ツアー €3.5

EC サッカー
3:00pm

トリニティーカレッジ
ライブラリー €8

ライティングクリニック 
2:30pm

国立博物館フリーツアー

EC卒業式

ギネス・ストアハウス €9.5

ベルファスト&ジャイアンツ
コーズウェーツアー€65

世界遺産ニューグレンジ
ツアー  €40

マルタ校例

新入生用
サンデーアクティビティー

コミノ&ブルーラグーン
1日クルーズ

€20

新入生歓迎イベント

ECクラブパーティー
8:00pm

リスニングクリニック
10:30am/14:45pm

ブルーグロット&
マルサシュロックツアー

€13

カフェ会話 
10:30am/14:45pm

イムディーナ夜景ツアー
€15

発音クリニック 
10:30am/14:45pm

ECサッカー
8:00am

映画クラブ 
10:30am/14:45pm

EC卒業式
世界遺産

バレッタツアー  €15

イタリア・シチリア島
1日ツアー€138～

ゴゾ島1日ツアー
€35

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末
メルボルン校例

移民博物館
$15

新入生歓迎イベント

ジョブクリニック 
1:45/2:45pm

メルボルン動物園
$28

会話クラブ 
1:45/2:45pm

ハッピーアワードリンク
$5/$6

ECボードゲーム大会

スカイデッキツアー
$15

EC卒業式

メルボルン
ギターフェスティバル

$35

ボタニックガーデン
フォレストセラピーツアー

$30

プラネタリウムナイト
$20

オークランド校例

ホビット村1日ツアー
$155 

新入生歓迎イベント

ジョブクリニック
11:00am/2:00pm

スタディクラブ
11:00am/2:00pm

会話クラブ
11:00am/2:00pm

EC卒業式
オークランド博物館

ムリワイビーチ＆ワイナリー
$26

 

ワトモ洞窟&キ―ウィハウス
$150

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

青：無料授業

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

青：無料授業

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

最新の教育メソッドとカリキュラム

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

先生たちはその内容を先生専用のマイページで確認、毎日の授
業に生かします。

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

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

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

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

世界の英語教育はきっとみなさんが思う以上に進化しています

ECの新しい英語教育で、新しい英語コミュニケーション能力を！

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

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

1         2        3         4         5        6 	7         8 	9        10 

全く思わない			
Not	at	all	likely

どちらでもない	
Neutral

非常にそう思う	
Extremely	Likely

批判者
Detracters

中立者
Passives

推奨者
Promoters

授業に関する質問例：

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

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

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

	NPSスコア 	推奨者の％数値 	批判者の％数値ー＝

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

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

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

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

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

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

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

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

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

学生ラウンジ。学校環境の全てが楽しい留学生活に直結しています

自習エリア 無料WiFi スマートボード図書室&エリア学生ラウンジ

全校共通施設
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EC留学生の1週間
たとえばロンドン校の場合

木曜日

月曜日

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

基本の英語コースと時間割	 	 30

スタンダード・ジェネラル英語	 33

セミインテンシブ・インテンシブ英語	(選択科目付)	 	 34

長期留学生のためのプログラム		 	 36
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フランス語&バイリンガルプログラム	 	 41

グローバルパスウェイプログラム	 	 42

インターンシップ＆ボランティア	 	 44

クラブ50	 	 45

英語＋お稽古留学	 	 45

大人の留学30+	 	 46

自分に合った
プログラムを見つけよう

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

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

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

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

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

ECレベル

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

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

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

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

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

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

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

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

週30レッスン
受講

週24レッスン
受講

週20レッスン
受講

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

上記のデータは、2019年から2020年までの12か月間に、ECのプレイスメントテストと卒業テストを受けた学生の成績データに基づいています
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ECの左記ページレベル基準とレベルアップに必要な期間は、国際基準となるCEFR(Common	European	Framework	of	Reference	for	
Languages)と、過去にECで勉強をした学生のデータを融合させて算出したものなので、客観的、かつ現実的なレベル分け、レベルアップの仕組
みになっています。

レベル分けテスト：みなさんが参加するクラスのレベルは、ECオンラインで受
けるプレイスメントテストと、授業初日のライティング(スピーキングがあること
も)テストの結果で決まります。

途中レベル変更：入ったクラスが難しすぎる、または簡単すぎるといった場
合には、先生やアカデミックスタッフに相談。みなさんの英語力を再確認した
り、これからの目標等に合わせて1人1人に合ったクラスを見つけて行きます。

レベルテストとレベルアップ
学生の皆さんの英語の上達を保証するため、ECではきめ細かい学習評価やレベルアップの基準、また万が一基本チャート通りにレベルが上がら
なかった場合のサポート方法等が定められています。

レベルテスト・進捗確認評価 -5週間に1回基準

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

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

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

テスト結果 レベルアップの可否

75%以上 上のレベルに移動

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

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

追加ラーニングプランが提示され
その結果に応じて

レベル移動の可否を決定

70%以下
-	授業中の様子などからもレベルアップは不可能と判断

追加ラーニングプランが提示され
同じレベルでの勉強を継続

期間 対応とサポート

10週間以降 追加ラーニングプランが提示され、同じレベルでの勉強を継続

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

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

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

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

授業参加度も大切な基準

ECの英語レベルとレベル分け

レベルアップ判断基準 -10週間毎
レベルアップの有無は、下記の基準で総合的に判断されます。

アカデミックプログレス -1レベルにつき10週間以降
10週間を目安にレベルが上がらなかった場合には、下記の対応が取られます。

レベルアップ保証の仕組み

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

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

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

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

スタンダード・ジェネラルコース
週20(16)レッスン=週15(16)時間

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

インテンシブコース
週30(23)レッスン=週22.5(23)時間

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

セミインテンシブコース
週24(20)レッスン=週18(20)時間

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

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

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

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

レッスンの流れのイメージ

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

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

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

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

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

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

ステップ1 ステップ2

ステップ3 ステップ4

ステップ5 ステップ6

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

	注：(	)内の数字はオーストラリア＆ニュージーランド校の場合です

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

イギリス・アイルランド・マルタ・南アフリカ校

アメリカ・カナダ校

時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

昼のプログラム

8.30	–	9.30
統合スキル英語

統合スキル英語
統合スキル英語

統合スキル英語
スキル特化クラス (インテンシブ)

9.30	-	10.30 発展スキル英語 発展スキル英語

10.30	-	10.40 休み時間

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

スキル特化クラス (インテンシブ)

11.40	-	12.40

12.40	-	13.10 休み時間

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

スキル特化クラス
(セミインテンシブ&インテンシブ)

スキル特化クラス
(セミインテンシブ&インテンシブ)

スキル特化クラス
(セミインテンシブ&インテンシブ)

夜のプログラム

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

17.30	-	18.30
18.30	-	19.00 休み時間

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

20.00	-	21.00

時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

9.00	-	10.30 統合スキル英語 統合スキル英語 統合スキル英語

10.30	-	10.45 休み時間

10.45	-	12.15 統合スキル英語 統合スキル英語 統合スキル英語

12.15	-	13.00 休み時間

13.00	-	14.30 スキル特化クラス (インテンシブ)

14.30	-	14.45 休み時間

14.45	-	16.15 発展スキル英語 発展スキル英語

16.15	-	16.30 休み時間

16.30	-	18.00 発展スキル英語 発展スキル英語

時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

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

10.30	-	10.45 休み時間

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

12.15	-	13.00 休み時間

13.00	-	14:30	
または

13:00	-	15:15

スキル特化クラス
(セミインテンシブ&インテンシブ) スキル特化クラス

(インテンシブ)

スキル特化クラス
(セミインテンシブ&インテンシブ) スキル特化クラス

(インテンシブ)

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

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

校舎によって細かい時間帯は異なります

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

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

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

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

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

今日の話題＆テーマ

「私のジャーニー」

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

ライティング・リーディング

アウトカム/成果
読む人にきちんと伝わるストー
リーが書けるようになる。

ポイントを押さえながら文章が
読めるようになる。

「新たな始まり」

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

リスニング・スピーキング

アウトカム/成果
感情を上手く表しながら話
せるようになる。

ポイントと詳細を把握しなが
ら話を聞けるようになる。

「だれのせい？」

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

レッスン内容＆練習例
ある2人のジャーニーについて
の会話を聞いてみる。

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

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

会話を続ける上手な質問の
仕方を習う。

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

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

"へー、でもどうしてその時そっ
ちを選んだの？"
"あー、それはね…"

大変な結果になってしまったジ
ャーニーのストーリー
を読んでみる。	

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

新しいストーリーを作り、物
語の中身や流れについて考
える。

もっとインパクトのある表現や
説明方法がないか話し合う。

"この話は最後に入れた方が、
みんなびっくりするし、面白くな
ると思う！"

宿題：授業中に考えたストー
リーを完成させて書いて来る。

人生の岐路での「決断」につ
いてディスカッション。

あるきっかけで人生が激変し
た有名人のストーリーについて
読んでみる。

その中に出て来る表現、例え
ば「仮定法」について気を付
けながら。

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

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

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

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

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

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

宿題:自分のストーリーを録
音して来る。

悲惨な、大変な結果になった
ホリデーについての会話を聞
いてみる。

レベル度が上がる形容詞のグ
ループを学んで使ってみる

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

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

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

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

使用文法例:should
have	done	～	
訳:～するべきだった

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

スタンダード・ジェネラル英語
ECの授業はこんな感じ
統合スキル英語と発展スキル英語の組み合わせで、各レベルで出来るようになるべき事項を文法や英語表
現、単語等に細かく分け、それを身につけるために必要な練習と適したトピックを選出。1週間のコースマップを
通じた下記のような方法で、聞けて話せて、分かって使える英語力＝アウトカム/成果が現れます。

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

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

•	 レベルはインターメディエイト(中級)を基準にしたものです。

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

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

特にスピーキング力が伸ばせる時間

特にリスニング力が伸ばせる時間

リーディングを通じて単語や表現に触れる時間

新しい単語や文法、英語表現等を習う時間

習った知識を使って書く時間＆課題

発音やイントネーションを学び、練習する時間

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

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

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

シティー体験英語 ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

ビジネス英語入門 ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

アカデミック英語 ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

自信のつくスピーキング ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

グローバル思考と理解 ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

コミュニケーションのための文法 ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

実生活で使えるリスニング ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

ボキャブラリーを広げる ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

自信のつくライティング ͚ ͚ ͚ ͚

リーディングとライティングの基礎 ͚ ͚ ͚

リーダーシップ英語 ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

英語資格試験スキル ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

オンラインコミュニケーション ͚ ͚ ͚ ͚

理解の深まる文法	(30+限定) ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

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

実際の開講選択科目は、校舎や時期、
レベル等によって異なります。

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

※レベルアップ保証はオーストラリア・ニュ
ージーランド校は対象外です。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

理解の深まる文法 (30+限定)
昔習った文法を改めてしっかりと理解。シチュエーションにふさわしく、文法的
にも正しい、しっかりとした英語が使えるようになりたいという「大人のための英
語」です。
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ビジネス英語入門
セミインテンシブまたはインテンシブコースを受講し、一般英語に加えて、選択
科目の時間帯にビジネス英語入門が受けられる、スキル特化クラスの1つの
ビジネス英語。

同僚との共通語が英語の職場や、仕事の関係で英語圏の国に行くことにな
った時などに起こりうる場面を考えて作られたコースで、ビジネス英語入門とし
ておすすめです。仕事の場で必要になるテーマやシチュエーションを用いなが
ら、ビジネスの様々な場面で役立つ英語表現や単語を学びます。
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スタンダード・ジェネラル セミインテンシブ インテンシブ シティー体験英語 ビジネス英語入門

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

ロンドン・ブライトン・ケープタウン校

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

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

開講日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日 ハイシーズンの毎週月曜日* 毎週月曜日

受講期間 1週間から 1週間から 1週間から 1週間から 1週間から

コース期間 10週間 10週間 10週間 最長5週間 最長10週間

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

24レッスン
(オーストラリア・ニュージーランド校は
20レッスン)

30レッスン
(オーストラリア・ニュージーランド校は
23レッスン)

ジェネラル英語20レッスン+
シティー体験英語4または10
レッスン

ジェネラル英語20レッスン+
ビジネス英語4または10レッスン	

週授業時間
15時間
(オーストラリア・ニュージーランド校
は16時間)

18時間
(オーストラリア・ニュージーランド校
は20時間)

22.5時間
(オーストラリア・ニュージーランド校
は23時間)

18または22.5時間 18または22.5時間

成績評価

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

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

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

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

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

授業形式 対面授業 対面授業 対面授業 対面授業 対面授業

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

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

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

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

事前申し込み可能なスキル特化レッスン

基本コース一覧

事前申し込み可能なスキル特化レッスン

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

	トーマス・ロビンソン,	英語教師	

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

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

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

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

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

コースの流れ

WELCOME 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ECの長期留学はここが違う

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

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

受講可能レベル 全レベル 全レベル 全レベル 全レベル

開講日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日		 毎週月曜日		

受講期間 24週間から 24週間から 24週間から 24週間から

コース期間 24週間以上 24	週間以上 24週間以上 24週間以上

週レッスン数 20レッスン 24レッスン 30レッスン	 20・23レッスン	

週授業時間 15時間 18時間 22.5時間 20・23時間

成績評価

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

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

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

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

授業形態 対面授業 対面授業 対面授業 対面授業

授与されるもの コース修了証 コース修了証 コース修了証 コース修了証

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

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

	–	Aimee	Hanlon,	EC教師

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

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

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

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

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

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

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

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

英語資格試験対策コース

開講校 左記一覧参照

受講可能レベル 上記一覧参照

コース開始日

118ページ一覧参照最短受講期間

コース期間

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

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

成績評価

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

授業形式 対面授業

授与されるもの コース修了証

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

受講可能レベル:
• インターメディエイト
• 8週間コース:アッパーインターメディエイト
• 4週間コース:プレアドバンス

C1 アドバンス 
[ケンブリッジCAE]
英語が共通語の国で学んだり働いたり、生活を
するのに支障のないレベルの英語スキルを証明す
るテスト。

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

C2 プロフィシエンシー
[ケンブリッジCPE]
どんな内容やテーマであっても、正確且つ流暢に
英語でコミュニケーションが取れるレベルの英語
力を証明するテスト。	

受講可能レベル:
• アドバンス

IELTS 
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE 
TESTING SYSTEM

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

受講可能レベル:
• インターメディエイト

TOEFL 
TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN 
LANGUAGE

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

受講可能レベル:
• インターメディエイト

TOEIC 
TEST OF ENGLISH FOR 
INTERNATIONAL COMMUNICATION

TOEICテストは、アジア圏を中心に、一部ヨーロ
ッパや南米の国々、世界120か国、	10,000	
以上の企業や政府機関で利用されている英語
資格検定です。

受講可能レベル:
• インターメディエイト

開講校

B2 C1 C2 IELTS TOEFL TOEIC

ボストン

サンディエゴ ͚ ͚

ロサンゼルス

マイアミ

ニューヨーク ͚

サンフランシスコ

ワシントン,DC

モントリオール ͚

トロント ͚ ͚ ͚

バンクーバー ͚ ͚ ͚ ͚

ロンドン ͚ ͚ ͚ ͚

オックスフォード ͚

ケンブリッジ ͚

ブライトン ͚ ͚ ͚

ブリストル ͚

マンチェスター ͚

ダブリン ͚ ͚ ͚

マルタ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

ケープタウン ͚ ͚ ͚

メルボルン ͚ ͚ ͚

シドニー ͚ ͚ ͚

ブリスベン ͚ ͚

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

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

ビジネス英語だけを学ぶには、まだ少し基礎力が足りません。セミインテンシブまたはインテンシブコースを受講し、一般英語に加えて、選択科目の時間帯にビジ
ネス英語入門が受けられる、ビジネス英語入門コースの受講がおすすめです。

ビジネス英語入門のクラスのカリキュラムは、同僚との共通語が英語の職場や、仕事の関係で英語圏の国に行くことになった時などに起こりうる場面を考えて作
られていて、ビジネス英語入門としておすすめ。仕事の場で必要になるテーマやシチュエーションを用いながら、ビジネスの様々な場面で役立つ英語表現や単語
を学んでいきます。	

開講校：EC全校

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

マルタ校限定の短期集中、少人数で英語力を伸ばすビジネス英語ミニグループがおすすめ。ヨーロッパから休暇とブラッシュアップを兼ねてやって来る、ビジネスパ
ーソンたちの参加がほとんどなので、ネットワーキングにも最適です。1クラス最大6名までの少人数クラスなので、セミカスタマイズのレッスンが可能。コース開始前
には、受講予定者からのニーズ調査が行われます。授業は週20レッスンまたは30レッスンから選べ、更に自分のニーズに合った授業を希望の場合には、1週間
に1コマから受講可能な、個人レッスンの追加がおすすめです。 開講校：マルタ

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

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

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

スカッションも尽きません。せっかく高い英語力の
あるみなさんであれば、ぜひおすすめしたいビジネ
ス英語コースです。

開講校：ロンドン

ビジネス英語
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スタンダード・ジェネラル
フランス語

セミインテンシブ
フランス語

インテンシブ
フランス語

アカデミックイヤー
フランス語

英語＆フランス語
バイリンガルコース

対象レベル 全レベル 全レベル 全レベル 全レベル 全レベル

開講日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日

コース期間 1週間以上 1週間以上 1週間以上 24週間以上 1週間以上

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

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

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

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

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

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

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

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

カナダ

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

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

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

大学リサーチ
志望校を決める

英語コースための
ECの校舎を選ぶ

進学カウンセリング&
必要な英語力に到達

出願サポートで
大学入学

海外大学生活
立派に卒業！

1 2 3 4 5

アメリカ

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

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

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

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

大学パスウェイプログラム

開講校 トロント・バンクーバー校

受講可能レベル アッパーインターメディエイト以上

開講日 5週間に1回/119ページ一覧参照

最短受講期間 10週間

週レッスン数 24/30レッスン

週授業時間 18/22.5時間	

カレッジ＆大学進学サポートパスウェイプログラム

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

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

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

アカデミック英語 (EAP)

開講校 メルボルン・シドニー・ブリスベン校

受講可能レベル アッパーインターメディエイト

開講日 119ページ一覧参照

最短受講期間 10週間

コース期間 10/20/30週間

週レッスン数 23

週授業時間 23

レベル評価

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

授業形式 教師と対面で行われる授業

授与されるもの コース修了証

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

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

マルタ

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

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

マルタ大学ギャップイヤー&進学サポート

プログラム日程 EC英語コース マルタ大学

大学前期コース 2021年4月-9月 2021年10月-2022年2月

大学後期コース 2021年９月-2022年1月 2022年2月-6月

必要英語力 インターメディエイト程度 アッパーインターメディエイト修了

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

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

建築、経済、エンジニアリング等

アカデミック英語

ヨーロッパの国立大学でキャンパス体験

海外大学への入学ではなく、卒業をめざそう

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

ECと提携のある様々な会社や団体で、英語を使って
行うインターンシップ。

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

ファームステイ	

開講校 バンクーバー

英語を勉強してから、自然豊かなカナダの田舎で過
ごすファームステイ。

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

ボランティア
開講校 ケープタウン

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

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

海外インターンシップ
海外ボランティア

インターンシップ ボランティア ファームステイ

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

プログラム開始日 毎週月曜日 プロジェクトによって異なる 毎週月曜日

プログラム期間 4週間以上6か月まで ほとんどの場合2週間 2-4週間

英語コース期間 4	週間以上 2週間以上 1週間以上

受入最低年齢 18歳以上 18歳以上 19歳以上
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日 サンデーウェルカムアクティビティー

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

火 レッスン 世界遺産都市バレッタツアー

水 レッスン オプショナル：ブルーグロット＆マルサシュロックツアー

木 レッスン ハーバークルーズ オプショナル：ヨガレッスン

金 レッスン オプショナル：ポパイビレッジ

土 ゴゾ島１日ツアー

日 オプショナル：シチリア島1日ツアー

月 レッスン ライムストーンヘリテージツアー オプショナル：ディナー

火 レッスン イムディーナツアー

水 レッスン マルタエクスペリエンス

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

金 レッスン 修了式

土 帰国

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

開講レベル 全レベル

開講 2021年5月3日-5月14日	
2021年9月27日-10月8日

レッスン数 20(週15時間)

クラス定員 6名

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ニューヨーク  
30+

トロント  
30+

バンクーバー 
30+

ロンドン  
30+

ダブリン  
30+

マルタ  
30+

学校基本事項

教室数 8 8 5 8 4 7

平均クラス人数 12 13 14 11 12 10

最大クラス人数 15 - 15 12 15 12

学校定員 120 120 150 96 48 78

学生用コンピューター 2 12 23 6 4 4

受入最低年齢 30 30 30 30 30 30

開講コース

スタンダード・ジェネラル英語(20) ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

セミインテンシブ英語	(24) ͚ ͚ ͚ – – –

インテンシブ英語	(30) ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

ビジネス英語	(20) – – – ͚ – –

ビジネス英語入門	(20+4) ͚ ͚ – – – –

ビジネス英語入門	(20+10) ͚ ͚ ͚ ͚ ͚ ͚

シティー体験英語	(20+4*/10) ͚ ͚ – ͚ ͚ –

個人レッスン ͚ ͚ ͚ ͚ – ͚

ビジネスミニグループ	(20,	30) – – – – – ͚

クラブ50+:	ミニグループ(20) – – – – – ͚

英語プラス ダンス – ファームステイ – – ダイビング

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

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

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

14% ブラジル 6% トルコ

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

19% ブラジル 6% フランス

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

22% ブラジル 6% ドイツ

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

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

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

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

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

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

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

ニューヨーク 30+ トロント 30+ バンクーバー 30+

ロンドン 30+ ダブリン 30+ マルタ 30+

30+人気の理由

受講可能レベル

ジェネラル・スタンダード
セミ&インテンシブ英語 全レベル

ビジネス英語 アッパーインターメディエイト以上

ビジネス英語入門 プレインターメディエイト以上

シティー体験英語 インターメディエイト以上

ビジネスミニグループ インターメディエイト以上

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

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

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

イヴァン・アンドレス・パドロン・バッザレリ, 23歳, ベネズエラ出身

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

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

マルタでの留学は、私の人生を変える体験でした！

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

ECでコミュニケーションに自信をつける

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

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

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

私がここで学んだのは単に英語だけではなかっ
たですから。
私は、自分がここで経験出来たことを本当に嬉
しく思っていますし、他の人たちもみんなここに来
て、私がしたような素晴らしい体験をする機会に
恵まれれば良いなと願っています。
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24 
都市

6 
30+開講校

30 
校

8 
か国

4 
大陸

50

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

45,000+ 
年間学生数

51

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
イギリス

南アフリカ オーストラリア

ニュージーランド
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シドニーのホストファミリーで宿題中

              
留学中に暮らす場所
タイプ＆カテゴリー別に選べる
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学生レジデンス
学生向け大型施設で程よく交流できる

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

学生シェアハウス・アパート
小規模の学生用施設で程よく交流できる

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

暮らすような留学を実現学生コミュニティーの一員に

ホームステイ 
現地の家族の生活が体験できる

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

現地の生活に溶けこもう

シェアハウス・アパート
現地シェアハウスのような暮らしができる

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

アパートホテル・ワンベッドルーム
夫婦や友達同士、1人で生活でできる

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

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

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

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

プライベートな時間も大切にしたい

滞在先の選び方
留学中の滞在先に、「ここに滞在すれば英語が上手になる」といった魔法はありません。また1日中、文化や
習慣の異なる人たちと母国語でない言語で過ごすのは、意外にストレスになるもの。費用や学校からの距離
だけで選ぶのではなく、自分の今までの生活習慣や性格、留学先での希望や目標に合わせて、自分に合った
タイプの滞在先を選ぶのがコツです。

そのためECでは、居住空間の快適度や施設の充実度、周辺環境や通学の利便性等を総合的に判断し
て、ECの滞在先を下記のカテゴリーに分類しています。

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

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

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

滞在先例
EC各校の提供滞在先は、それぞれの学校ページをご参照ください。
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海外留学の王道

アメリカ 
映画やドラマで見た「あの光景」が目の前に現れることも珍しくないアメリカ留
学。ECは東海岸と西海岸の各都市でみなさんをお待ちしています。
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Meet native speakers in カカカカ

ボストン
アメリカ史を彩る街の1つボストン。アメリカらしい近代的な建物と、イギリスと見まがうような趣のある建物が調和をもって共存する、
魅力あふれる街並みです。また公共交通が発達しているので、車を持たない留学生でも不便なく生活できるのも魅力。ECはそん
なボストンのお洒落な中心地に位置。目の前のマーケットには世界中からの食べ物や可愛い小物にあふれていて、ランチタイムや放
課後に気軽にクラスメートと楽しめます。

カンバセーション
パートナー
プログラム

コーヒー
カプチーノ	

$3.50-
$4.50

ペットボトルの
水/炭酸飲料
(330ml)

$1.00-
$2.00

ファストフードの
セットミール

$6.50-
$9.00

お手頃な
レストランでの

食事

$12.00-
$20.00

ジム月会費
(大人1名)

$29.00-
$90.00

公共交通
(市内)

$2.25-2.75	(片道);	
$80.00-85.00	
(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.

ボストンの物価の目安　○	ECボス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USD250ドルから275ドルが目安です		

歴史あるアカデミックな街で過ごす留学

カンバセーション
パートナー
プログラム
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11
教室

12
平均クラス人数	
(最大15)

165
学校定員

19
学生コンピューター

16
受入最低年齢

The vibrant city of カカカカ

学校基本情報

19% ブラジル 8% 日本
15% サウジアラビア 6% 台湾

12% 韓国 4% スペイン
12% コロンビア 24% その他 (31)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

57

スタッフからのおすすめポイント

“ボストンは、アメリカでの大学の雰囲気に触れたい学生
に最高の場所で、学生に1番人気なのも、ハーバード大
学とMITへの無料キャンパスツアーです。タイミングさえ合
えば、現地大学生とのカンバセーションパートナープログラ
ムもぜひおすすめしたいし、ボランティアアクティビティーも盛
んです。

あとは週末を利用して、ニューヨークやワシントンDC,ナイ
アガラの滝などに行けるのも、楽しい思い出になると思い
ます”

	–	ケイトリン,学生サービスコーディネーター

※アクティビティーは変更になる場合があります

こんな人におすすめ

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

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

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

大学進学を目指したい	-	ECはボストンの有名カレッ
ジと提携、アメリカでの大学進学をめざすみなさんにお
すすめです。

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

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+4)
アカデミックイヤー	(24/30)
個人レッスン

滞在先オプション 
ホームステイ	スタンダード	

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

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

	EC	ボストン

ニューイングランド水族館

ボストンハーバークルーズ

クリストファー・コロンブス
ウォーターフロントパーク

オールドステイトハウス ボストン市庁舎

ノースエンド

広場に面した学校は、自然光で明るくモダンなインテリア

様々な路線の集まるハーバーにも近いボストンの中心地
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クラスメートと出かけるニューヨークの象徴の1つ、エンパイアステートビル

ニューヨーク
アート、ファッション、建築、スポーツ、ナイトライフと、眠らない街ニューヨークにはありとあらゆる魅力が詰まっていて、まさに眠る暇もな
いほど。ECニューヨーク校は、誰もが1度は映画やドラマで目にしたことのあるタイムズスクエアの象徴、パラマウントビルディング内にあ
り、改装されたばかりの教室やラウンジは清潔、最新トレンドのインテリアデザインに囲まれていて、せっかくのニューヨーク留学を満喫
するのに絶好の立地&学校です。

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
レストランでの

食事

ジム月会費
(大人1名)

公共交通
(市内)

$3.50-
$5.00

$1.00-
$2.50

$6.00-
$12.00

$15.00-
$25.00

$35.00-
$150.00

$2.75	(片道);	
$121.00-130.00	
(マンスリーパス)

ニューヨークの物価の目安　○	ECニューヨーク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300ドルから325ドルが目安です		

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

タイムズスクエア
まで徒歩

    　歩
0
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9
教室

12
平均クラス人数	
(最大 15)

135
学校定員

26
学生コンピューター

16
受入最低年齢

学校基本情報

59

19% 韓国 5% コロンビア
19% 日本 4% フランス
17% ブラジル 4% トルコ
6% 台湾 26% その他 (37)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

59

眼下にタイムズスクエアの広がる教室

スタッフからのおすすめポイント 
“ニューヨークではもちろんセントラルパークが有名ですが、
学生に人気なのは学校近くのブライアントパークです。公
園でのヨガや夏の映画ナイト、冬はスケートとイベントも盛
りだくさんで、放課後にみんなで出かけるクラスもあるみた
いですよ。

ECはとにかく立地が良いので、5thアベニューでのショッピン
グには徒歩で行けますし、近くのグランドセントラルステーシ
ョンや地下鉄を使ってどこにでも行けます。特にエンパイアス
テートビルからの絶景はもちろん見逃せませんね。

あとは、個人的に野球ファンなので、ヤンキースの試合は
絶対に見に行って欲しいです！”	

	–	ビンドゥ,	学校長

こんな人におすすめ

ニューヨークらしさを満喫したい	-	ECはニューヨーク
の象徴とも言えるタイムズスクエアに立地。留学生活
の毎日がニューヨークらしさにあふれています。

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

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

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

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+4)
ビジネス英語入門	(20+10)	30+
シティー体験英語	(20+4)	-ハイシーズン
シティー体験英語	(20+4/10)	30+	-ハイシーズン
アカデミックイヤー	(24/30)
TOEFL試験対策	(20-ハイシーズン/30)
個人レッスン

その他
大学進学サポート
英語+ダンスプログラム

滞在先オプション
ホームステイ・スタンダード	
マンハッタンホームステイ・スタンダード	
学生レジデンス・スタンダード	
学生シェアアパート・スーペリア　

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週3回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

グランドセントラルターミナル

ロックフェラーセンター

セントラルパーク

絶好の立地でニューヨーク街めぐりも効率よく

建物内カフェレストラン



60

アメリカの首都で過ごす留学

ワシントンDC
アメリカの首都ワシントンDCですが、その魅力は博物館やモニュメントだけではなく、もちろん政治だけが動いているわけではありませ
ん。街に集まり働く人たちを楽しませるレストランやカフェ、ショッピングはもちろん、有名大学の集まる学生の街でもあるため、若いアメ
リカ人たちの集う"クール"なイベントが1年を通じて行われています。ECワシントン校は落ち着いた大人の街で、メリハリの効いた留学
生活を送りたい人にぴったりの学校です。

ホワイトハウス
までの距離

　
　

　　 ブロック

3

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)

$3.50-
$5.00

$1.25-
$2.00

$6.00-
$8.50

$12.50-
$20.00

$30.00-
$100.00

$2.25-4.00	(片道);	
$80.00-230.00	
(マンスリーパス)

ワシントンの物価の目安　○	ECワシン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USD300ドルが目安です		

これらのコストは推定平均値に基くもので、事前通知なく変更になることがあります。出典:	www.numbeo.com/cost-of-living.
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11
教室

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

16
受入最低年齢

学校基本情報

61

19% サウジアラビア 8% 韓国
16% ブラジル 6% 台湾

14% コロンビア 4% タイ
10% 日本 23% その他 (36)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

スタッフからのおすすめポイント
“元々ジャズ好きの学生が多いのか、こちらに来てから好き
になるのか、ECの学生に人気なのはナショナルアートギャラリ
ーの中の公園でのジャズコンサートですね。他にも公園のチ
ェスエリアでゲームを楽しんだり(またはゲームをしている人た
ちを眺めたり)、街歩きをしたりして、最後はみんなでバーの
ハッピーアワーに行きます！

博物館はほとんど入場無料ですし、もちろんDCに来てリン
カーン像やホワイトハウスを見ない手はないですよね。あちこ
ちで映画に出て来た建物や風景に気づくはずですよ。

あとは余裕があったら、週末にはぜひフィラデルフィアやバージ
ニアにも行ってみてください！”

	–	アンドリュー,	学生サービスコーディネーター

こんな人におすすめ

アメリカの首都で勉強したい	-	アメリカ政治の中心
地、首都のワシントンD.C.。政府機関も多い街でアメ
リカのダイナミックさを実感できます。

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

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

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

開講コース
一般英語	(20/24/30)
アカデミックイヤー	(24/30)
個人レッスン

その他
大学進学サポート

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

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

		EC	ワシントンD.C.

ナショナルジオグラフィック
ミュージーアム

レンウィックギャラリー

ホワイトハウス

地下鉄駅から徒歩2分の便利な立地

著名政治家の肖像がモチーフとなった教室
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創造性と先進性にあふれる街

サンフランシスコ
ゴールドラッシュの時代からヒッピー文化、ベンチャー企業まで、サンフランシスコには新しいものや変わったもの、チャレンジ精神を受け
入れる文化が根付いています。街中のユニークな建物や風景には、そんな様々な文化の融合が垣間見え、サンフランシスコらしい
独特の美しさを生み出しています。ECはそんなサンフランシスコの中心部、ビジネスエリアの一角に位置しています。

コミュニティー
活動の盛んな

学校

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)

$3.50-
$5.00

$1.00-
$2.50

$7.00-
$10.00

$12.00-
$20.00

$45.00-
$150.00

$2.50-2.75	(片道);	
$75.00-95.00	
(マンスリーパス)

サンフランシスコの物価の目安　 ○ ECサンフランシスコ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USD285-300ドルが目安です		

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



63

温かな空気の流れる学校

8
教室

12
平均クラス人数	
(最大 15)

224
学校定員

12
学生用コンピューター

学校基本情報

63

20% ブラジル 6% フランス
17% 韓国 6% サウジアラビア

15% 日本 6% トルコ
7% 台湾 23% その他 (34)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

16
受入最低年齢

スタッフからのおすすめポイント
“私はサンフランシスコのことを、「大きなミックスの小さな都
市」と呼んでいます。この半島には40以上ものこの地方の
象徴的なエリアが詰まっています。SoMaのテックイベントに
参加したり、ランズエンドの崖でハイキングをしたり、ゴールデ
ンゲートパークの美術館や公園でリラックスした時間を過ご
したり。もちろんゴールデンゲートブリッジや、アルカトラズ監
獄、ヘイトアシュブリーのヒッピー地区も忘れずに。

また見どころや観光だけでなく、この街は教育や意識レベル
が高く、それが多様性や変化を受け入れ、好む文化に結
びついています。またそれが、これだけ多くの人々をこの街に
惹きつける理由の一つになっています。”

	–	ライアン,	学校長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※アクティビティーは変更になる場合があります

EC	サンフランシスコ

オークランドベイブリッジ

チャイナタウンフェリービルディングマーケット

サウスビーチ

リンコンヒル

金融街

街の中心ユニオンスクエアから徒歩10分

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

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

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

交通の便の良いカリフォルニアの街	-	地下鉄やバ
スなど、西海岸の都市の中でも公共交通が整ってい
るので、観光や通学に便利です。	

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

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+4)
アカデミックイヤー	(24/30)
個人レッスン

その他
大学進学サポート

滞在先オプション 
ホームステイ・スタンダード	
学生レジデンス・コンフォート	
シェアアパートホテル・スタンダード 	
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放課後にすぐ行けるビーチでサーフィン

サンディエゴ
1年の寒暖の差がゆるやかで、カリフォルニアの中でも特に過ごしやすい気候に恵まれたサンディエゴ。ヨガやサーフィンなどを通じた友
だちづくりがしやすく、明るい太陽の下に落ち着いて勉強に集中できるのが魅力です。ECサンディエゴ校は「サンディエゴの宝石」と呼
ばれ、新しい企業が続々と集まるお洒落なラ・ホヤエリアに位置し、海岸からは歩いて5分。清潔でスタイリッシュな校舎でカリフォルニ
ア留学生活が満喫できます。

英語+サーフィンで
英語を使おう

コーヒー/
カプチーノ

$3.00-
$5.00

ペットボトルの
水/炭酸飲料
(330ml)

$1.00-
$2.50

ファストフードの
セットミール

$6.00-
$9.00

お手頃な
レストランでの

食事

$10.00-
$20.00

ジム月会費
(大人1名)

$23.00-
$80.00

公共交通
(市内)

$2.25-3.00	(片道);	
$55.00-80.00	
(マンスリーパス)

サンディエゴの物価の目安　 ○ ECサンディエゴ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USD225ドルが目安です		

これらのコストは推定平均値に基くもので、事前通知なく変更になることがあります。出典:	www.numbeo.com/cost-of-living.
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8
教室

12
平均クラス人数	
(最大 15)

120
学校定員

21
学生用コンピューター

改装されたばかりの明るくきれいな学校施設

学校基本情報

65

22% サウジアラビア 10% 韓国
19% ブラジル 4% イタリア

15% スイス 2% フランス
12% 日本 16% その他 (31)

国籍割合

年齢層

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

2019/2020年の学生週数に基づく

16
受入最低年齢

スタッフからのおすすめポイント
“ECサンディエゴらしいアクティビティーと言えば、ボランティア
です。近くの施設のお年寄りやスタッフの人たちとECはもう
長いお付き合いで、みんな気軽に交流をしています。それ
から、みんなで楽しむ学校の目の前のビーチでのビーチバレ
ーやキャンプファイヤーは、きっと一生忘れない思い出にな
ると思いますよ。

サンディエゴから週末に行ける所は意外に多くて、学校の
ツアーを利用して行けるグランドキャニオンやラスベガスは、
やっぱり一見の価値があると思います。ロサンゼルスも近い
ので、ユニバーサルスタジオやディズニーランドも、もちろん
人気です！”

	–	ヘザー,	学生長

※アクティビティーは変更になる場合があります

EC	サンディエゴ

ラ・ホヤコーブ

ラ・ホヤ海岸洞窟

毎日の通学が楽しくなる立地

ビーチ公園&遊歩道

こんな人におすすめ

充実のレジデンスで暮らしたい	-	プールエリアやジム
付のレジデンスが多いので、ホームステイ以外のオプ
ションで気持ちよく生活したい人にぴったり。

カリフォルニアの学生の街	-	カレッジの多いサンディ
エゴには、フレンドリーな大学生たちの集まるイベント
がたくさん。様々な出会いの機会にあふれています。

人気のアクティビティー例
サッカー大会
海岸ボランティア
大リーグ観戦
無料博物館デー
サーフィン体験
週末ロサンゼルスツアー
週末ディズニーランドツアー

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+4)
アカデミックイヤー	(24/30)
ケンブリッジ試験対策	(30)
個人レッスン

その他
英語＋サーフィン
大学進学サポート

滞在先オプション 
ホームステイ・スタンダード  
アパートホテル・スーペリア	
シェアアパート・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3回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

IT専用ルーム
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明るい気持ちになれるサンタモニカ埠頭は学校からすぐそこ

ロサンゼルス サンタモニカ

ハリウッドにビバリーヒルズ、ディズニーランド…。アメリカのエンターテイメント文化を象徴する見どころがいっぱいのロサンゼルス。魅力あ
ふれるこの街を、自分の中の「行きたい場所リスト」に入れている人は多いはずです。ECはそんなロサンゼルスの中でも、白い砂浜と
ヤシの木の並木が続くサンタモニカビーチから徒歩5分、お洒落なショップの並ぶ3rdプロムナード近くの楽しい立地です。

サンタモニカの中心
最高の立地

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)

$3.50-
$5.50

$1.00-
$3.00

$7.00-
$10.00

$10.00-
$25.00

$25.00-
$70.00

$1.75	(片道);	
$90.00-110.00	
(マンスリーパス)

ロサンゼルスの物価の目安　	○ ECロサンゼルス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USD220ドルが目安です		

これらのコストは推定平均値に基くもので、事前通知なく変更になることがあります。出典:	www.numbeo.com/cost-of-living.
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20
教室

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

学校基本情報

67

21% 日本 5% 韓国

19% ブラジル 4% 台湾
13% サウジアラビア 4% トルコ
10% スイス 24% その他 (38)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

スタッフからのおすすめ
“ロサンゼルスと言った時にみんなイメージがするのは、例え
ばゴージャスな映画スターだったり、豪邸の建ち並ぶビバリー
ヒルズだったり、または海岸からの美しい夕陽だったりするの
ではないでしょうか。でも、ロサンゼルスにはゲッティ―センタ
ーや、ブロードのようなワールドクラスの美術館もありますし、
またはベニスビーチでサーフィンをしたり、自然の中でハイキン
グをしたりといったこともできます。グルメ好きのみなさんには、
世界中からの本格グルメが楽しめ、ダウンタウンでメキシカン
ブレックファースト、チャイナタウンでの点心ランチ、コリアタウン
で焼肉ディナーと盛りだくさん。

もちろん、テレビ番組収録に参加したりも出来ますし、本当
にセレブに街中で出会うこともありますよ！”	

	–	クリス,	教務主任

上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上

		EC	ロサンゼルス

サンタモニカビーチ

サンタモニカプレイス
ショッピングセンター

サンタモニカ埠頭

バス停も目の前、人気のサンタモニカ

学校初日はオレンジカーペットに迎えられて

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

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

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

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

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

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+4)
アカデミックイヤー	(24/30)
個人レッスン

その他
大学進学サポート

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

IT専用ルーム
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フロリダ・サウスビーチの文化を満喫

マイアミ	サウスビーチ

フロリダ、マイアミ・シティーの海をはさんで真向かいにあるサウスビーチ・シティーは、暖かな気候で過ごしたいアメリカ北部からの訪問
者も多い治安の良い街。特に海好きではない人でも1度住んでみればその魅力の虜になるはずです。ECはショップやカフェ、レストラ
ン、クラブなどで有名なリンカーンロードにあり、いつでも活気に満ちた留学生活が送れます。

白い砂浜は
歩いてすぐそこ

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)

$3.00-
$4.50

$1.00-
$2.00

$5.00-
$9.00

$11.00-
$27.00

$20.00-
$85.00

$2.00-2.50	(片道);	
$100.00-115.00	
(マンスリーパス)

マイアミの物価の目安　○	ECマイアミ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USD260ドルが目安です		

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

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

学校基本情報

69

18% ブラジル 6% フランス

17% スイス 6% ロシア
16% サウジアラビア 6% 日本
7% イタリア 24% その他 (33)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

スタッフからのおすすめ
“マイアミは実はグルメな人たちにはその食べ物の多彩さで有
名で、学校でもみんなで持ちよりで行うインターナショナルフ
ードパーティーが人気です。

マイアミのビーチ文化と太陽を満喫するアクティビティーも豊
富で、ビーチバレーからサッカー、カヤックなどが楽しめます。

またせっかくマイアミに来てくれたなら、ぜひ行って欲しいのが
キーウェストです。アメリカ最南端までの道のりは真っ青な
海の上を走る一本道で、何度通ってもきれい過ぎて、飽き
ません。”

	–	アルトゥロ,	学校マネージャー

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

		EC	マイアミ

サウスビーチ

フラミンゴパーク	&	プール

マイアミビーチ
ボタニックガーデン

フィルモア
マイアミビーチ

サウスビーチ・シティーのメイン通り、リンカーンロード

毎日気持ちよく勉強できる、スタイリッシュな校舎

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

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

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

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

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

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+4)
アカデミックイヤー	(24/30)
個人レッスン

滞在先オプション 
ホームステイ　
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人気の留学先

カナダ
短期留学からワーホリまで、海外生活初心者にも優しい人気の留学先。広大な
自然とほど良い都市機能、フレンドリーな人々がみなさんを歓迎してくれます。
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カカカカカカ カナダのヨーロッパ、モントリオール

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

英語もフランス語も
勉強できる

コーヒー/
カプチーノ

ペットボトルの
水/炭酸飲料
(330ml)

ファストフードの
セットミール

お手頃な
レストランでの

食事

ジム月会費
(大人1名)

公共交通
(市内)

$2.50-
$4.50

$1.00-
$2.25

$8.00-
$12.00

$12.00-
$18.00

$13.00-
$60.00

$3.25	(片道);	
$85.00	
(マンスリーパス)

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

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

12
平均クラス学生数

290
学校定員

15
学生用コンピューター

15
受入最低年齢

学校基本情報

73

22% ブラジル 9% 日本
18% コロンビア 6% スイス

13% メキシコ 3% フランス
9% 韓国 20% その他 (51)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

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

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

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

	–	レニー,	学生サービスマネージャー

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

		EC	モントリオール
ミュージーアムクォーター

モントリオール美術館

モントリオール・カナディアンズ
アイスホッケーホール中央駅

カナダ建築博物館
&センター

地下鉄駅を出てすぐ、建物内フードコートもある便利な立地

英語力もフランス語力も伸ばせる環境

こんな人におすすめ

マルチカルチャーの街に住んでみたい	-	移民国家
カナダの中でも、ヨーロッパ文化を色濃く残す街で、
新鮮な驚きを発見。

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

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

料理＆グルメ体験レッスンを受けてみたい	-	グル
メの街として有名な街のスクールで、放課後や週
末に受けられるレッスンに参加しながら英語コミュニ
ケーション。

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

開講コース
一般英語/フランス語	(20/24/30)
英語/フランス語バイリンガル	(24/30)
ビジネス英語入門	(20+4)
英語/フランス語アカデミックイヤー	(20/24/30)
IELTS試験対策	(20+10)
英語/フランス語	個人レッスン

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

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

すぐに使える
ECオンライン*

無料授業
平均週2回**

個別学習
カウンセリング

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

キッチンエリア建物内カフェ

*英語のみ対象,	**英語フランス語共に対象
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カカカカ 小さな町のような温かさを大都会で

大学進学
パスウェイ

トロント
カナダ最大の都市トロント。人口の半分以上はカナダ以外で生まれた人たちで、彼らがもたらしたそれぞれの文化が共存しながら、ト
ロントならではの躍動感を生み出しています。様々な国の本格料理が味わえるレストランから、ゆっくり過ごせるビーチまで様々な楽
しみ方の出来るトロントで、ECは有名なヨンゲストリート沿いのミッドタウンに位置しています。	

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)

$3.00-
$5.70

$1.30-
$3.00

$9.00-
$14.00

$15.00-
$25.00

$40.00-
$85.00

$3.25	(片道);	
$152.00
(マンスリーパス)

トロントの物価の目安　 ○ ECトロント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CAD330-350ドルが目安です		

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

330
学校定員

29
学生用コンピューター

16
受入最低年齢

学校基本情報

75

24% 韓国 6% メキシコ
20% ブラジル 4% コロンビア
16% 日本 3% スイス
7% トルコ 20% その他 (45)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ
“カナダ人はアイスホッケーが大好き。トロントにいる間には
ぜひ試合を見に行ってその迫力に触れて欲しいですし、も
ちろん野球の試合も人気ですね。

学校のあるヨンゲ&エグリントンエリアは、ショップやレストラ
ンが多く、少し行くと公園もあったりとお洒落な落ち着いた
エリアです。

週末を利用しての旅行なら、もちろんナイアガラの滝は必
見ですし、せっかくなら何泊かして、ニューヨークやモントリオ
ールに行ってみるものおすすめです”		

	–	ジュアン,	学生サービスマネージャー	

※実施アクティビティーは変更になる場合があります

		EC	トロント

Yonge	&	Eglinton
Subway

Eglinton	Park

学校1階にはカフェも。駅近くで便利なミッドタウンの立地

明るく出迎えられる学校レセプション

13
平均クラス学生数

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

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

試験対策にも力を入れたい	-	現地口コミで空き
待ちも出る試験対策コースは、TOEICのクラスもあ
り、確実にスコアが上がると人気です。

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

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

人気のアクティビティー例
ナイアガラの滝
CNタワー
野球＆アイスホッケー観戦
パブ・ビリヤードナイト
週末ヴィクトリアツアー
週末ニューヨークツアー

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+4)
ビジネス英語入門	(20+10)	30+
シティー体験英語	(20+4)	-ハイシーズン
シティー体験英語	(20+4/10)	30+	-ハイシーズン
アカデミックイヤー	(20/24/30)
IELTS/TOEFL/TOEIC試験対策	(20)
大学パスウェイプログラム	(24/30)
個人レッスン

その他
大学進学サポート

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  

キッチンエリア建物内カフェ
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アウトドア派の理想郷、バンクーバーのサスペンションブリッジパーク

バンクーバー
カナダのカリフォルニア、バンクーバーは、大西洋の美しい海を背景にエンターテイメント、カルチャー、ショッピングまでが楽しめる街。同時
に豊かな大自然に恵まれ、街のあちこちから美しい山並みが望めるアウトドア派にもぴったりの留学先です。ECバンクーバーは風情あ
るエリアとして有名なガスタウンに近い、街の中心部に位置しています。	

街を出るとすぐそこ
充実のアウトドア

バンクーバーの物価の目安　 ○ ECバンクーバ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CAD270-300ドルが目安です		

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)

$3.70-
$5.00

$1.25-
$3.00

$9.00-
$11.00

$13.00-
$20.00

$35.00-
$70.00

$2.50-3.00	(片道);	
$95.00-130.00
(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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学校基本情報

77

22% 韓国 7% メキシコ
20% ブラジル 4% コロンビア
15% 日本 3% 台湾

11% スイス 18% その他 (34)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

19
教室

285
学校定員

23
学生用コンピューター

16
受入最低年齢

学校スタッフからのおすすめ
“バンクーバーではやっぱり自然の美しい景色に癒されてほ
しいので、ディープコーブでのハイキングやクォーリーロックから
の絶景は欠かせないですし、サスペンションブリッジ自然公
園でのアドベンチャーアクティビティーも楽しいですよ。

でも最近は市内の建物内で楽しめる4Dアドベンチャーも
あって、ここでは自分が上空を本当に飛んでいるような体
験ができ、オーロラまで見られます！

週末旅行だったら、ウィスラーやヴィクトリアに出かけて、
本格的なハイキングや美しい庭園を見に行ってみてくださ
い。”		

	–	エリック,	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

13
平均クラス学生数

		EC	バンクーバー	

ガスタウン

ハーバーセンター

パシフィックセンター

オルフェウム劇場

地下鉄駅から徒歩30秒、休み時間には目の前のスターバックスへ！

大学進学プログラムも充実

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

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

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

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

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

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

開講コース
一般英語	(20/24/30)
ビジネス英語入門	(20+4)
ビジネス英語入門	(20+10)	30+
シティー体験英語	(20+4)-ハイシーズン
シティー体験英語	(20+10)	30+	-ハイシーズン
アカデミックイヤー	(20/24/30)
ケンブリッジ英検対策	(30)
IELTS試験対策	(20)
大学パスウェイプログラム	(24/30)
個人レッスン

その他
ファームステイ
大学進学サポート

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 

キッチンエリア
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英語と言えばやっぱりここ

イギリス
シャーロックホームズの時代から変わらない建物と、最先端の技術や文化が共存す
る国。歴史ある国ならではの奥の深さが垣間見えてくるはずです。
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ロンドン
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。

本場の英語を
街の中心で学べる

コーヒー/
カプチーノ

ペットボトルの
水/炭酸飲料
(330ml)

ファストフード
のセットミール

お手頃な
レストランでの

食事

ジム月会費
(大人1名)

公共交通
(市内)

£2.50-
£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)

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.

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
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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

学校基本情報

81

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+ 

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ
“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！”	

	–	トム,	学生サービスマネージャー上上上

※実施アクティビティーは変更になる場合があります

上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週5回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

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)	-ハイシーズン
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)
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

		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

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

学生ラウンジでの会話クラブ風景

建物内カフェ
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美しいオックスフォード大学群の門をくぐって

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、詩人であり作家でもあるオスカー・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。

オックスフォード大学
ディベート

ワークショップ

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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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

学校基本情報

83

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+ 

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ
“EC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
上上上上※実施アクティビティーは変更になる場合があります

上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上

		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

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

無料授業のジョブクリニック

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

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)
アカデミックイヤー	(20/30)
IELTS試験対策	(20)
個人レッスン

滞在先オプション 
ホームステイ・	スタンダード	、コンフォート 
学生レジデンス・コンフォート	 
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イギリスの歴史ある学園都市の風景



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
自転車通学

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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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

学校基本情報

85

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)

国籍割合

年齢層

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

2019/2020年の学生週数に基づく

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”	

	–	ダニエラ,	教務アシスタント

上記アクティビティーは変更になるこ※実施アクティビティーは変更にな

る場合があります
とがあります

		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

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

明るい通りに面した教室で楽しく授業

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

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)
アカデミックイヤー	(20/30)
IELTS試験対策	(20)
個人レッスン

滞在先オプション
ホームステイ・スタンダード 、コンフォート
学生レジデンス・	スーペリア	 
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学校から歩いてすぐの埠頭からの美しい夕焼け

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

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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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

学校基本情報

87

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)

国籍割合

年齢層

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

2019/2020年の学生週数に基づく

学校スタッフのおすすめ
“ECブライトンは、ブライトン埠頭やユニークなショップの建
ち並ぶザ・レーンからすぐすこにあり、学校施設の充実した
校内はとてもカラフルで、活気あるブライトンをそのままに表
しています。

学生たちに人気なのは、みんなで集まれるパブナイトや、
自然の美しい景観が広がるセブンシスターズ・クリフなどが
ありますが、海沿いの大観覧車から眺める真っ青な海と白
亜の建物の並ぶ街並みも壮観です。

また週末を利用すればロンドンへの小旅行はもちろん、スト
ーンヘンジやオックスフォード観光などにも行けますよ。”		

	–	レシュミ,	学生サービスコーディネーター

上※実施アクティビティーは変更になる場合があります

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週3回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

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。

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)-ハイシーズン
アカデミックイヤー	(20/30)
ケンブリッジ英検対策	(30)
IELTS試験対策	(20)
個人レッスン

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

		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

ブライトンの見どころが集まるエリア

音楽や歌詞を通じて学べる文化や英語も
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覆面画家バンクシーの「落書き」を背景に記念撮影

覆面芸術家
バンクシーの作品が

街中に

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。

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.
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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

学校基本情報

89

国籍割合

年齢層

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

2019/2020年の学生週数に基づく

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)

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！”	

	–	ダン,	学校長

※実施アクティビティーは変更になる場合があります

		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

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

公園に面した明るく広々とした学校

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

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)
アカデミックイヤー	(20/30)
IELTS試験対策	(20)
個人レッスン

滞在先オプション 
ホームステイ・スタンダード、コンフォート
学生レジデンス・スタンダード 
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イギリス第2の都市、北部イギリスの中心地で過ごす留学

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、通学や街歩きに便利な学校です。

人気の無料
カフェ会話

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

学校基本情報

91

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+ 

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ
“マンチェスターで有名なのはこの3つ。サッカー、音楽、そし
てフレンドリーな人々!	でも、もちろん他にも楽しめるものは
たくさんあって、モールでのデザイナーショップでのショッピング
や、ノーザンクォーターのクールでお洒落な地元カフェなど、
毎日を楽しく過ごすのに事欠きません。

また街から20分も離れれば、湖水地方、ピークディストリク
ト、ウェールズ、ヨーク、チェスターと、1週間の疲れを吹き飛
ばしてくれる美しい地域も点在しています。

マンチェスターの地元の人たちがよく言う言葉は、「ここはマン
チェスター、僕らはみんなとは違うやり方をするよ」です！”

	–	ダレン,	学校マネージャー

※実施アクティビティーは変更になる場合があります

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

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)
アカデミックイヤー	(20/30)
IELTS試験対策	(20)
個人レッスン

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

		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

都市機能の充実したイギリス第2の都市

新旧がバランス良く融合した街
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ヨーロッパ英語留学の穴場

アイルランド
豊かな自然と独特の文化に恵まれた国、アイルランド。温かでフレンドリーな人々と
交わす本場ギネスビールはまた格別です。
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ジョブクリニック 
&ワークショップ

ダブリン
ヨーロッパやイギリス文化の影響を色濃く受けつつも、独自の文化を育んできたアイルランド。ダブリンの街並みはきっと思う以上にカラ
フルで、ユニークな博物館や美術館、レストランやカフェなどが軒をつらね、ギネスビールでも有名なパブからはアイリッシュ音楽の音色
が響いてきます。ECはそんなダブリンの運河沿いに位置し、最新の教育施設とお洒落なインテリアに囲まれた可愛らしい学校です。

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)

€2.50-
€3.50

€1.00-
€2.00

€7.00-
€9.00

€10.00-
€20.00

€30.00-
€60.00

€2.40-3.00	(片道);	
€100.00-150.00	
(マンスリーパス)

ダブリンの物価の目安　○	マルタ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210-220ユーロが目安です		

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.

カラフルなパブやカフェが軒をつらねる石畳の道をみんなで散策



95

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 
(6月28日-8月16日は18歳以上)

学校基本情報

95

18% トルコ 8% 日本

12% ブラジル 7% スイス
10% 韓国 7% サウジアラビア
10% 台湾 28% その他 (23)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ
“世界で有名なギネスビールや、アイルランドの移民の歴
史が学べる博物館はどれも体験型で、とても楽しいので
おすすめです。街中のエリアには、広々とした公園がある
ので、トリニティカレッジや聖堂などの観光やショッピングで
疲れた時には、ここのベンチで一息、またはゆっくりと散歩
を楽しむのも良いですよ。

週末はぜひツアーに参加して、郊外の雄大な景色を楽し
んでください。私の一番のお気に入りはボイン渓谷への旅
で、5000年を超えるケルト文化の歴史と、アイルランドら
しいエメラルドグリーンの自然に浸ることができますよ”	

	–	ケニー,	学校長

※実施アクティビティーは変更になる場合があります

上記アクティビティーは変更になることがあります

		EC	ダブリン

トリニティカレッジ
国立劇場

&	ケルズの書

モリーマーロン像

聖スティーブン・グリーン

聖パトリック大聖堂

ポートデロ

コンパクトな街に何でもそろう、緑豊かな留学先

アットホーム＆スタイリッシュな学校

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

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

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

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

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

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

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

マルタ
中世騎士団による趣のある街並みと、地中海のビーチリゾートが共存するユニーク
な留学先。ECの発祥の地でもあります。
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カカカ

カカ悠久の歴史、ナイトライフ、ビーチリゾートの全てが詰まった国

マルタ
地中海の小さな島国マルタ。エメラルドグリーンから紺碧まで様々な表情を持つ海に囲まれ、同時に古代遺跡から騎士団時代の
中世の街並み、地中海料理からナイトライフまで、小さな国にたくさんの魅力がつまっています。また世界中に語学学校を持つECで
すが、その発祥はこのマルタ。リゾート留学ながら、世界基準の英語教育が受けられる珍しいチャンスに恵まれています。

英語+ダイビング

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)

€1.50-
€3.00

€0.50-
€1.50

€7.00-
€8.00

€10.00-
€20.00

€30.00-
€60.00

€1.50-2.00	(片道);	
€25.00-30.00	
(マンスリーパス)

マルタの物価の目安　 ○  マルタ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ユーロが目安です		

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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44
教室

10
平均クラス人数	
(最大 12)

498
学校定員

23
学生用
コンピューター

16
受入最低年齢   
(3月27日-4月18日、6月19
日-8月29日、10月2日-10
月30日は18歳以上)

6
ミニグループ
クラス定員

学校基本情報
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15% ブラジル 7% トルコ

14% コロンビア 6% スイス
13% 日本 5% 韓国
8% フランス 32% その他 (77)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ
“ECでは学校オリジナルのアクティビティーをたくさん開催し
ていて、次はどんなアクティビティーを試してみるか考えるの
も楽しいです。自分では行きにくいヴァレッタやイムディーナ
の夜景ツアーは1年中人気ですし、公共バスでは行けな
いビーチへのECツアーもぜひおすすめです。それからECサッ
カーチームがあって、みんなで練習していたりします。

週末には隣のゴゾ島や、コミノ島のブルーラグーンへのツア
ー、イタリアのシチリア島への日帰りツアーがありますし、ホ
リデー制度を使ってヨーロッパ中の国々を旅行している人
たちもいますよ。”	

	–	アラン,	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

		EC	マルタ

スピノラ・
ベイ

セントジョージ・
ベイ

セントジュリアンバスターミナル

ポートマッソ・マリーナ

パーチャビル

5星ホテルやレストラン、バーが集まり、交通の便の良い便利な立地

建物内カフェ 日本語スタッフ屋上テラス

細かいレベル分けや豊富なコース開講が魅力のEC本校

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

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

世界基準のしっかりした学校で勉強したい	-	ECの
発祥はマルタ。地中海の留学先で、世界基準の英
語教育が受けられます。	

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

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

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

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

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

その他
英語+ダイビング
マルタ大学ギャップイヤー&進学サポート

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	
ワンベッドルームアパート・コンフォート	
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人とは違う留学先

南アフリカ
モダンアフリカの象徴ケープタウン。少し足を伸ばせば大自然と野生動物に出会え
るユニークな留学先では、インターンシップや本格ボランティアも可能です。
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人種と冒険の溶け合うメトロポリタン

ケープタウン
テーブル・マウンテンを背景に趣のあるショップやレストランが建ち並ぶウォーターフロント、カラフルな可愛らしい家々が軒をつらねるボカ
ープ地区。ケープタウンにはきっとみなさんのアフリカのイメージを覆す驚きが満ちあふれています。ECはそんなケープタウンの中でも活
気あふれるロングストリートからわずか数ブロック、楽しく刺激的な留学生活が送れます。

本格ボランティア
プログラム

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)

€1.35-
€2.00

€0.50-
€1.00

€3.15-
€5.15

€6.50-
€13.00

€17.00-
€50.00

€0.5-1.40	(片道);	
€17.50-40.00	
(マンスリーパス)

ケープタウンの物価の目安　 ○  ケープタウ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125ユーロが目安です		

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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12
教室

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

学校基本情報
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25% サウジアラビア 3% トルコ
17% ブラジル 3% フランス

10% イエメン 2% リビア
9% スイス 31% その他 (39)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ
“ケープタウンでは今まで夢にも思っていなかった体験がで
きます。グルメなみなさんにはワイナリーツアー、アドレナリン
派にはサメに囲まれるケージダイビングもあります！

ECの無料アクティビティーでは、ボカップ地区マーケット、ラ
イオンズヘッドの素晴らしい景色が楽しめるハイキングなど
があります。

週末にやっぱり人気なのはサファリツアーで、象やキリンなど
の野生生物に、自然環境の中で出会える3日間は、本
当に一生の思い出になると思いますよ”	

	–	リフカ,	学生サービススーパーバイザー上記アクティビ

ティーは変更になることがあります※実施アクティビティーは変更になる

場合があります

EC	ケープタウン

オーシャン
水族館

ボカップ博物館

V&Aウォーターフロント

ケープタウン
	スタジアム

クリフトンビーチシグナルヒル

グリーンマーケットスクエア

モダン・アフリカンの明るくダイナミックな学校インテリア

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

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

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

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

インターンシップやボランティアがしたい	-	英語を
将来に生かすインターンシップ、コミュニティーに貢献
できるボランティアへの参加が可能です。

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

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

開講コース
一般英語	(20/30)
ビジネス英語入門	(20+10)
シティー体験英語	(20+10)	-ハイシーズン
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

その他
英語＋サファリ
インターンシップ
ボランティア

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

オーストラリア
楽しい都会生活も、ゆったり伸び伸びとした生活も実現可能なオーストラリア。時
差の少ない安心の留学先でもあります。
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カカカ世界の住みやすい街ランキングに選ばれることも多いメルボルン

メルボルン
ヨーロピアンな雰囲気にオーストラリアらしいリラックスした空気が加わった街メルボルン。通りのあちこちで個性あふれる地元のカフェか
らの美味しそうな香りが漂い、グルメな人たちにとってのパラダイスでもあります。	 ECはそんなメルボルンの中心エリアに位置し、チャー
ルズ・スタート大学とキャンパスを共有する施設の整った学校です。	

インターナショナルな
大学とキャンパス共有

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)

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.;	https://www.ptv.vic.gov.au/tickets/fares/metropolitan-fares/;	
	www.taxifare.com.au.	オーストラリアの物価と学生ビザ申請に必要な財政条件についてのより細かい情報にういては、	studyinaustralia.gov.au/global/live-in-austoralia/living-costsをご参考ください

$3.50-
$4.80

$2.00-
$3.50

$10.00-
$14.00

$12.00-
$25.00

$31.00-
$120.00

マイキカード$6.00	正規料金	
ゾーン1	週$35.00		
ゾーン1+2	週$50.00

メルボルンの物価の目安　○  メルボル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AUD250-300ドルが目安です		
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17
教室&
1	ITラボ

15
平均クラス人数	
(最大 18)

24
学生用コンピューター

学校基本情報

107

21% コロンビア 9% 日本

20% サウジアラビア 3% インド
13% 韓国 3% ブラジル
10% タイ 21% その他 (35)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

18
受入最低年齢
観光ビザの場合16歳以上。18歳未満は
全期間ホームステイ滞在。

学校スタッフからのおすすめ  
“オーストラリアの太陽を楽しむならカラフルな小屋で有名
なブライトンビーチや聖キルダビーチがおすすめですし、老
舗有名ケーキ店の多いアクランドストリートも、とてもメルボ
ルンらしいですね。

ECの学生の間では無料トラムゾーン内がもちろん人気、
少し先のボタニックガーデンではオーストラリアの歴史や文
化に触れられるのが魅力です。

週末ももちろん楽しみはいっぱいで、地元の物が並ぶマー
ケットやスポーツ、フェスティバルまで、毎週毎週とても忙し
く過ごすことになりますよ！”	

	–	ニック、学校長

上記アクティビティーは変更になすす※実施アクティビティーは変更にな

る場合があります

EC English Australia Pty Ltd, Trading as EC English, ABN: 33627691696, CRICOS 
Provider Code: 03812F
1 General English (1 to 72 weeks); CRICOS Course Code: 0101428
2 IELTS Preparation (1 to 52 weeks); CRICOS Course Code: 0101429
2 Cambridge Exam Preparation (1 to 20 weeks); CRICOS Course Code: 0101427
4 English for Academic Purposes (1 to 30 weeks); CRICOS Course Code: 0101426

Standard General English/Exam Preparation programmes (16) are not  
available for student visa holders in Australia

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

ヨーロッパ調の美しい街に暮らしたい	-	建物の隅
々まで飾られた装飾の美しい建築物が豊富。海外
気分を満喫しながら留学生活が送れます。

施設の整った学校で勉強したい	-	改装されたばか
りのお洒落な学校インテリアでありながら、都市型キ
ャンパスの大学と一部施設を共有。	ガラス張りの壁
の多い明るく広々とした学校です。

海外進学を目指している	-	大学進学アカデミック
英語を年10回開講。

人気のアクティビティー例
ブライトンビーチ
メルボルン動物園
グレートオーシャンロードツアー
ワイナリーツアー

開講コース
一般英語(16/20/23)	1

イブニング一般英語	(20)	1
IELTS試験対策(20/23)	2	
ケンブリッジ英検対策	(23)	2	
アカデミック英語	(23)	4
個人レッスン	1

滞在先オプション
ホームステイ・	スタンダード
レジデンス・スタンダード 	

その他
大学進学プログラム

		EC	メルボルン

海洋生物水族館

クックス・コテージ

ロイヤルボタニックガーデン

バットマンパーク

メルボルン博物館

マーベルスタジアム

キッチンエリア IT専用ルーム

街の中心部、施設の整ったキレイな学校
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オーストラリアの象徴ともいえるシドニーのオペラハウス

シドニー
海沿いのオペラハウスやボンディ・ビーチで有名なオーストラリア最大の都市シドニー。住んでいる人たちの40%以上が国外で生ま
れた人たちで、そのコスモポリタンの魅力の中にオーストラリアらしいリラックスした空気が自然と流れています。ECはチャールズスター
ト大学とキャンパスを共有、便利なストリート沿いにありながら、屋外テラスでゆっくり過ごすことも出来る魅力あふれる学校です。

ワーク&スタディ
ワークショップ

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)

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.;	https://www.ptv.vic.gov.au/tickets/fares/metropolitan-fares/;	
	www.taxifare.com.au.	オーストラリアの物価と学生ビザ申請に必要な財政条件についてのより細かい情報にういては、	studyinaustralia.gov.au/global/live-in-austoralia/living-costsをご参考ください

$3.50-
$4.80

$2.00-
$3.50

$9.00-
$12.00

$15.00-
$25.00

$50.00-
$100.00

$5.00	片道	

シドニーの物価の目安　○  シドニ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AUD350ドルが目安です		
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15
平均クラス人数	
(最大 18)

12
学生用コンピューター

学校基本情報

109

22% コロンビア 7% ブラジル

16% 韓国 5% タイ
12% 日本 5% サウジアラビア
8% チリ 25% その他 (35)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ
“オーストラリアのアイドル、コアラで有名なタロンガ動物園
や、市内の海洋生物水族館はぜひおすすめです。ECの
学生に人気なのはビーチでのバーベキューや、オーストラリ
アの歴史に触れられるハイドパークのバラック博物館、ニュ
ー・サウスウェールズのアートギャラリーなどです。

週末のシドニーでは何らかのイベントが盛りだくさんで、ナイ
トマーケットや色々なテーマのフェスティバルも気楽に出かけ
るのに良いですし、もちろんブルーマウンテンへの日帰り旅
行やサーフキャンプなどもおすすめですよ!”	

	–	ヴァネッサ,	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

7
教室&
1	ITラボ

18
受入最低年齢
観光ビザの場合16歳以上。18歳未満は
全期間ホームステイ滞在。

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

オーストラリアの都会で暮らしたい	-	国中、また世
界中からの人々が集まる大都会には、それだけの理
由があるもの。オセアニア最大の都市で充実の留学
生活が送れます。

施設の整った学校で勉強したい	-	オペラハウスも遠
くに臨める屋外テラスが自慢の、改装されたばかりの
校舎。お洒落な学校インテリアでありながら、大学と
一部施設を共有しています。

海外進学を目指している	-	大学進学アカデミック
英語を年10回開講。オーストラリアでの大学進学
を目指す人たちにもぴったりの学校です。

人気のアクティビティー例
ハイドバークウォーキング
インターナショナル学生ナイト
ハーバーブリッジウォーク
サーフキャンプ

開講コース
一般英語(16/20/23)	1	

イブニング一般英語	(20)	1
IELTS試験対策(20/23)	2	
ケンブリッジ英検対策	(23)	2
アカデミック英語	(23)	4
個人レッスン	1

滞在先オプション
ホームステイ・	スタンダード 
レジデンス・スタンダード  

		EC	シドニー

シドニーオペラハウス

シドニーハーバーブリッジ

シドニー天文台

参加型の授業でスピーキング力アップ

EC English Australia Pty Ltd, Trading as EC English, ABN: 33627691696,  
CRICOS Provider Code: 03812F
1 General English (1 to 72 weeks); CRICOS Course Code: 0101428
2 IELTS Preparation (1 to 52 weeks); CRICOS Course Code: 0101429
2 Cambridge Exam Preparation (1 to 20 weeks); CRICOS Course Code: 0101427
4 English for Academic Purposes (1 to 30 weeks); CRICOS Course Code: 0101426

Standard General English/Exam Preparation programmes (16) are not 
available for student visa holders in Australia

キッチンエリア IT専用ルーム屋外テラス
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旅行カンバセーション
クラブ

温暖な気候に恵まれ、物価目の安目な住みやすい街

ブリスベン
1年の内の300日間、太陽の日差しに恵まれる街ブリスベンは、穏やかな気候に恵まれたクイーンズランドの魅力の全てにつながる
入口。都会の便利さと自然への近さが共存した心地よい街です。ECはそんなブリスベンの中での絶好のロケーション、街を流れる川
に囲まれたお洒落な街中心部の立地です。

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)

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.;	https://www.ptv.vic.gov.au/tickets/fares/metropolitan-fares/;	
	www.taxifare.com.au.	オーストラリアの物価と学生ビザ申請に必要な財政条件についてのより細かい情報にういては、	studyinaustralia.gov.au/global/live-in-austoralia/living-costsをご参考ください

$4.00-
$5.00

$2.00-
$3.50

$10.00-
$12.50

$12.00-
$25.00

$30.00-
$80.00

$3.00-
$6.00	片道	

ブリスベンの物価の目安　○  ブリスベ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AUD300ドルが目安です		
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15
平均クラス人数	
(最大 18)

学校基本情報

111

24% コロンビア 6%	タイ

17% 韓国 5% サウジアラビア
15% ブラジル 3% チリ
10% 日本 20% その他 (21)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

25
学生用コンピューター

学校スタッフからのおすすめ
“ブリスベンは大都会ではないですがとてもクールな街で
す。ECの学生は活気あるサウスバンクでのバーベキュー
や、ブリスベンの街並みが美しく見えるマウント・クーサ―で
のハイキングが大好きですし、もっと自然派の人たちには、
オーストラリア最大のコアラの保護区や、「クロコダイル・ハン
ター」というTV番組で有名なスティーブ・アーウィンのオース
トラリア動物園などがおすすめです。

週末には美しいビーチのストラドブローク島でゆっくりと過ご
したり、ワーナーブラザーズのテーマパーク、ムービーワールド
でアトラクションを楽しむのも良いですね。”	

	–	サラ,	学生サービスコーディネーター

上記アクティビティーは変　　ります※実施アクティビティーは変更になる

場合があります

11
教室&
1	ITラボ

18
受入最低年齢
観光ビザの場合16歳以上。18歳未満は
全期間ホームステイ滞在。

	EC	ブリスベン

サウスバンクパークランド
ストリートビーチ

モーブレイパーク

キッチンエリア IT専用ルーム

旅行会話クラブで次の旅行のプラン！

EC English Australia Pty Ltd, Trading as EC English, ABN: 33627691696, 
CRICOS Provider Code: 03812F
1General English (1 to 72 weeks); CRICOS Course Code: 0101428
2IELTS Preparation (1 to 52 weeks); CRICOS Course Code: 0101429
2Cambridge Exam Preparation (1-20 weeks); CRICOS Course Code: 0101427
4English for Academic Purposes (1 to 30 weeks); CRICOS Course Code: 0101426

Standard General English/Exam Preparation programmes (16) are not 
available for student visa holders in Australia

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

ほど良い規模感の住みやすい街	-	クラスメートとす
ぐ待ち合わせができる、どこに行くにも程よい距離とい
う環境が、楽しく落ち着いた留学生活を送るのに役
立ちます。

施設の整った学校で勉強したい	-	おしゃれなエント
ランスの改装されたばかりの校舎。クールなインテリア
の学生ラウンジにはいつも学生たちの笑顔があふれ
ています。

環境の良いレジデンス生活がしたい	-	ジムやシネ
マルーム、屋上テラスや自習室なども整った学生寮
が充実。ホームステイ以外の滞在先にこだわるみな
さんにおすすめです。

人気のアクティビティー例
サッカー&バレーボール
ボウリング大会
シネマクラブ
ビール＆ヨガ
バイロンベイツアー
コアラ・サンクチュアリー

開講コース
一般英語(16/20/23)	1	

イブニング一般英語	(20)	1

ケンブリッジ英検対策(23)	2
IELTS試験対策(20/23)	2	
アカデミック英語	(23)	4
個人レッスン	1

滞在先オプション
ホームステイ・	スタンダード 
レジデンス・スタンダード  
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海辺の広がる砂浜のビーチ。木陰でちょっと一休み

ゴールドコースト
ビーチ、サーフィン、ナイトライフ…。オーストラリアの海をイメージした時に思い浮かぶ光景を体現するのが、ここゴールドコースト。砂浜
の美しいビーチが何マイルにも渡って続くこの町は、オーストラリア東海岸の輝く宝石です。ECはそんなゴールドコーストを象徴するサ
ーファーズパラダイスから歩いてすぐの好立地。毎日海に盛り上がり、励まされ、癒される留学生活が待っています。 

砂浜のビーチ
まで徒歩

    　分
3

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)

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.;	https://www.ptv.vic.gov.au/tickets/fares/metropolitan-fares/;	
	www.taxifare.com.au.	オーストラリアの物価と学生ビザ申請に必要な財政条件についてのより細かい情報にういては、	studyinaustralia.gov.au/global/live-in-austoralia/living-costsをご参考ください

$4.00-
$5.00

$2.00-
$4.00

$8.50-
$12.00

$14.00-
$28.00

$50.00-
$100.00

$4.00

ゴールドコーストの物価の目安　	○  ゴールドコースト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AUD300ドルが目安です		
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15
平均クラス人数	
(最大 18)

学校基本情報

113

40.3% ブラジル 6% サウジアラビア
12.8% 日本 5.8% チリ
8.7% コロンビア 3.5% 韓国

7.8% スペイン 15.1% その他 (13)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

学校スタッフからのおすすめ 
“ゴールドコーストの一番の魅力は自然とアウトドアで
す。ECの学生も月に1回のビーチバレーとバーベキューをと
ても楽しみにしていて、太陽の下に友だちをたくさん作って
います。スカイポイント展望台からの眺めは息を呑む美しさ
ですし、野生動物保護センターのコアラは本当に可愛いで
すよ。もちろん、サーフィンの体験レッスンも忘れずに！

週末にはぜひウィットサンデー諸島で、手つかずの自然を
楽しんだり、アドレナリン派のみなさんなら、バイロンベイで
のスカイダイブに挑戦してみてください。”	

	–	マーガレット,	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	ゴールドコースト

スカイポイント展望台デッキ

サーファーズパラダイスエスプラネード

リプレーの'ビリーブ・オア・ノット!	
サーファーズパラダイス

インフィニティ・アトラクション

キッチンエリア IT専用ルーム

リラックスしたビーチライフが感じられる学生ラウンジ

5
教室&
1	ITラボ

18
学生用コンピューター

18
受入最低年齢
観光ビザの場合16歳以上。18歳未満は
全期間ホームステイ滞在。

EC English Australia Pty Ltd, Trading as EC English, ABN: 33627691696, 
CRICOS Provider Code: 03812F
1General English (1 to 72 weeks); CRICOS Course Code: 0101428
2IELTS Preparation (1 to 52 weeks); CRICOS Course Code: 0101429

Standard General English/Exam Preparation programmes (16) are not 
available for student visa holders in Australia

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

アットホームな学校で勉強したい	-	抜群の立地の
ECですが、小ぢんまりとアットホーム。ゴールドコース
トを知り尽くしたベテランスタッフが、みなさんを迎えて
くれます。

施設の整った学校で勉強したい	-	改装されたばか
りの校内は、ビーチライフをモチーフに明るく可愛らし
いインテリアに囲まれ、自然と会話も弾む解放感にあ
ふれています。

レジデンスで海辺の生活を満喫したい	-	長期滞
在アパート型レジデンスで、オーストラリア・リゾート
留学を実現。便利なエリアで自炊もテイクアウトも
自由に。

人気のアクティビティー例
ビーチヨガ
ボードゲーム大会
シネマクラブ
スカイポイント展望台
バイロンベイツアー
鯨ウォッチング
カランビン・ワールドライフ・サンクチュアリー

開講コース
一般英語(16/20/23)	1	
IELTS試験対策(20/23)	2	
個人レッスン	1

滞在先オプション
ホームステイ・	スタンダード
レジデンス・スタンダード 
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安心の留学先

ニュージーランド
壮大な自然の風景と独特の文化に魅せられる人も多いニュージーランド。ゆったり
と温かな気持ちで過ごせる留学先です。
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家族のような学校のメンバーたちと週末旅行

オークランド
都市生活と大自然の距離の近いポリネシア最大の都市オークランド。マオリ文化の聖地や植民地時代の面影の残る歴史景観地
区、フェリーに乗ってすぐの美しい島々やワイナリーなど、自然、文化、グルメの楽しめる留学先です。ECはそんなオークランドのメイン
ストリートから歩いて2分、大学関連施設も多い落ち着いたエリアの立地です。

アットホームな
学習環境

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)

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.

$4.00-
$5.00

$1.50-
$3.50

$10.00-
$12.00

$12.00-
$22.00

$40.00
-$119.00

$5.00

オークランドの物価の目安　○  オークラン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NZD150ドルが目安です		
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12
教室

13
平均クラス人数	
(最大 16)

25
学生用コンピューター

学校基本情報

117

21% コロンビア 10% ブラジル
20% 日本 3% サウジアラビア
17% 韓国 3% メキシコ 
16% タイ 10% その他 (18)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

ニュージーランドのモチーフに彩られた明るい教室

16**

受入最低年齢

学校スタッフからのおすすめ
“緑の広がる景色、美しいビーチからワールドクラスのワイナ
リー、シティ・ライフまで、オークランドはその全てを兼ね備え
ています。ECの学生に人気なのは毎週金曜日のアクティビ
ティーで、洞窟内で輝く土ボタルが見られる鍾乳洞から、ラ
ンジット火山まで、毎週色々な場所に出かけていますよ。

週末にもう少し時間が取れるなら、黒砂の珍しいピハビー
チや、絶景の広がるコロマンデル半島への週末旅行もお
すすめです。眺めているだけでは物足りない人には、	ぜひ
ゴート島海洋保護区でのシュノーケリングやダイビングもお
忘れなく！”	

	–	レベッカ,	オークランド校校長

※実施アクティビティーは変更になる場合があります

EC English (New Zealand) Limited; Education organisation number: 6667
1General English (Beginner to Advanced) (Training Scheme) (Levels 1 to 6)

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

都市に自然が溶け込んだ街に暮らしたい	-	なだら
かな緑の丘が市内に点在、都会の高層ビルとのコン
トラストが美しい街の風景です。

アットホームな学校で勉強したい	-改装されたばか
りの校舎はニュージーランドの自然があちこちに散り
ばめられた温かな雰囲気。明るく穏やかな気持ちで
勉強ができます。

無料ワークショップを活用したい	-	小規模校ながら
ジョブクリニックや会話クラブなどの無料授業も充実。
現地での仕事探しにも役立ちます。

人気のアクティビティー例
シープワールド
歴史景観地区ウォーキングツアー
ワイナリーツアー
ピハビーチ＆ランチ
"ロード・オブ・ザ・リング"ホビット村ツアー

開講コース
一般英語(16/20/23)	1	

個人レッスン	1

滞在先オプション
ホームステイ・	スタンダード 
レジデンス・スタンダード 		

キッチンエリア IT専用ルーム

		EC	オークランド

スカイタワー

サイロパーク

ヴィアダクトハーバー

アオテアスクエア
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サンディエゴ

週数 開講日 試験日 受講可能レベル

B2	ファースト	
(FCE)

10
10
10

1月4日	-	3月12日
4月12日	-	6月18日	
10月4日	-	12月10日

3月12日(金)	
6月19日(土)	
12月11日(土)

インターメディエイト

C1	アドバンス	
(CAE)

10
10
10

1月4日	-	3月12日
3月29日	-	6月4日	
9月27日	-	12月3日

3月13日(土)									
6月9日(水)	
12月4日(土)

プレアドバンス

バンクーバー

B2	ファースト	
(FCE)

10
10
10

1月4日	-	3月12日
3月29日	-	6月4日	
9月20日	-	11月26日

3月12日(金)
6月5日(土)	
11月30日(火)

インターメディエイト

C1	アドバンス	
(CAE)

10
10
10
10

1月4日	-	3月12日
3月29日	-	6月4日
6月21日	-	8月27日	
9月20日	-	11月26日

3月13日(土)
6月9日(水)
8月27日(金)	
12月1日(水)

プレアドバンス

C2	プロフィシエンシー	
(CPE)

9
10
10

1月4日	-	3月5日
4月5日	-	6月11日
9月20日	-	11月26日

3月6日(土)
6月11日(金)
	11月27日(土)

アドバンス

ロンドン

B2	ファースト
	(FCE)

10
10

1月4日	-	3月12日	
10月4日	-	12月10日

3月12日(金)	
12月11日(土)

インターメディエイト

C1	アドバンス	
(CAE)

10
10																																																																																																																	

1月4日	-	3月12日	
10月4日	-	12月10日

3月13日(土)	
12月11日(土)

プレアドバンス	

C2	プロフィシエンシー	
(CPE)

9
10																																																																																																																			

1月4日	-	3月5日
9月20日	-	11月26日				

3月6日(土)	
	11月27日(土)

アドバンス	

ブライトン

B2	ファースト	
(FCE)

10
10

3月29日	-	6月4日
10月4日	-	12月10日

6月5日(土)	
12月11日(土)

インターメディエイト	

C1	アドバンス	
(CAE)

10
10

3月29日	-	6月4日	
10月4日	-	12月10日

6月9日(水)	
12月11日(土)

プレアドバンス

ダブリン

B2	ファースト
	(FCE)

10
10												

3月29日	-	6月4日	
10月4日	-	12月10日

6月5日(土)	
12月11日(土)

インターメディエイト

C1	アドバンス	
(CAE)

10
10

3月29日	-	6月4日	
10月4日	-	12月10日

6月9日(水)	
12月11日(土)

プレアドバンス	

マルタ

B2	ファースト	
(FCE)

10
10
10																																																		

1月4日	-	3月12日
3月29日	-	6月4日	
10月4日	-	12月10日

3月12日(金)	
6月5日(土)	
12月11日(土)

インターメディエイト

C1	アドバンス	
(CAE)

10
10																																					

1月4日	-	3月12日	
3月29日	-	6月4日

3月13日(土)	
6月9日(水)

プレアドバンス

C2プロフィシエンシー	
(CPE) 10																																																																					 4月5日	-	6月11日 6月11日(金) アドバンス	

ケンブリッジ英検対策コース 
 開講日程/試験日/受講対象レベル

ケープタウン

週数 開講日 試験日 受講可能レベル

B2	ファースト		
(FCE)

9
10
10																																																		

1月4日	-	3月5日
3月29日	-	6月4日	
10月4日	-	12月10日

3月6日(土)	
6月5日(土)	
12月11日(土)

インターメディエイト

C1	アドバンス
	(CAE)

10
10
10										

1月4日	-	3月12日
3月29日	-	6月4日	
10月4日	-	12月10日

3月13日(土)	
6月9日(水)	
12月11日(土)

プレアドバンス	

ブリスベン

B2	ファースト	
(FCE) 10																																														 3月29日	-	6月4日 6月8日(火) インターメディエイト	

メルボルン

B2	ファースト	
(FCE)

10	
10																														
10																																																																																																		

1月4日	-	3月12日
3月29日	-	6月4日	
9月20日	-	11月26日

3月12日(金)
6月8日(火)	
	11月30日(火)

インターメディエイト

C1	アドバンス	
(CAE)

10	
10

3月29日	-	6月4日	
9月20日	-	11月26日

6月9日(水)
12月1日(水)	

プレアドバンス

シドニー

B2	ファースト	
(FCE)

10	
10																														
10																																																																																																		

1月4日	-	3月12日
3月29日	-	6月4日	
9月20日	-	11月26日

3月12日(金)
6月8日(火)	
	11月30日(火)

インターメディエイト		

C1	アドバンス	
(CAE) 10 9月20日	-	11月26日 12月1日(水) プレアドバンス	　
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   ブリスベン

日程1 2021年1月18日-3月26日 4 8月16日-10月22日

2 3月29日-6月4日 5 10月25日-2021年1月7日

3 6月7日-8月13日

  メルボルン&シドニー

日程1 1月18日-3月26日 6 7月12日-9月17日
2 2月22日-4月30日 7 8月16日-10月22日
3 3月29日-6月4日 8 9月20日-11月26日
4 5月3日-7月9日 9 10月25日-2021年1月7日
5 6月7日-8月13日 10 11月29日-2021年2月11日

オーストラリア：アカデミック英語EAPコース日程

  トロント & バンクーバー

1月 4日 5月 24日 9月 6日
2月 8日 6月 28日 10月 11日
3月 15日 7月 - 11月 15日
4月 19日 8月 2日

2021-2022年のクリスマス休校日
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休校となります(ニューヨーク校は31日が休校)
-	在校生数等の関係で、クリスマス休校となる場合があります

ご注意
上記休日以外にも各国、各州政府等から、臨時の休日が設定される場合があります

   アメリカ

ボストン
ニューヨーク
ワシントンDC
マイアミ

	1月1日、1月18日、2月15日、4月19日(ボストン)、5月31日、7月5日、9月6日、			
	10月11日、11月11日、11月25日、11月26日、12月24日、12月31日　　　　

サンフランシスコ
サンディエゴ
ロサンゼルス

	1月1日、1月18日、2月15日、3月31日、5月31日、7月5日、9月6日、
	10月11日、	11月11日、11月25日、11月26日、12月24日、12月31日

  カナダ

モントリオール 　1月1日、4月2日、5月24日、6月24日、7月1日、9月6日、10月11日、
		11月11日、12月24日、12月27日

　トロント
　バンクーバー

　1月1日、2月15日、4月2日、5月24日、7月1日、8月2日、9月6日、
		10月11日、11月11日、12月24日、12月27日

  イギリス

　			1月1日、4月2日、4月5日、5月3日、5月31日、8月30日、12月27日、12月28日

  アイルランド

		　	1月1日、3月17日、4月2日、4月5日、5月3日、6月7日、8月2日、10月25日

  マルタ

　			1月1日、2月10日、3月19日、3月31日、4月2日、6月7日、6月29日、9月8日、9月21日、
					12月8日、12月13日

  南アフリカ

　			1月1日、3月22日、4月2日、4月5日、4月27日、6月16日、8月9日、9月24日、12月16日、
					12月27日

  オーストラリア

メルボルン
　1月1日、1月26日、3月8日、4月2日、4月5日、4月26日、6月14日、
		9月24日、11月2日
　クリスマス休校:12月27日-12月31日

シドニー 　1月1日、1月26日、4月2日、4月5日、4月26日、6月14日、10月4日
　クリスマス休校:12月27日-12月31日

　ブリスベン
ゴールドコースト

　1月1日、1月26日、4月2日、4月5日、4月26日、5月3日、8月11日、10月4日
		クリスマス休校:12月27日-12月31日

  ニュージーランド

　			1月1日、1月4日、2月1日、2月8日、4月2日、4月5日、4月26日、6月7日、10月25日
					クリスマス休校:12月27日-2022年1月7日

各校休校日
(平日該当分)

   マルタ

日程1 5月3日-5月14日 日程2 9月27日-10月8日

マルタ：クラブ50プログラム日程

  一般英語(ジェネラル)

開講日 週数 受講可能レベル

プレミアム 毎週月曜日 1週間以上 全レベル

スタンダード2

1月5日、2月9日、3月16日、
4月20日、5月25日、6月29日、
8月3日、9月7日、10月12日、

11月16日

10週間単位 全レベル

  Higher Score IELTS

プレミアム 毎週月曜日 1週間以上 インターメディエイト

スタンダード2/3 毎週月曜日 4週間以上 インターメディエイト

  フランス語

プレミアム 毎週月曜日 1週間以上 全レベル

スタンダード2/3 毎週月曜日 1週間以上 全レベル

  大学進学

カナダプレパスウエイ 毎週月曜日 10週間単位 プレインターメディエイトから
インターメディエイト

カナダパスウエイ

1月4日、2月8日、3月15日、
4月19日、5月24日、6月28日、
8月2日、9月6日、10月11日、

11月15日

10週間単位 アッパーインターメディエイト

オーストラリアEAP

1月18日-3月26日
2月22日-4月30日
3月29日-6月4日
5月3日-7月9日
6月7日-8月13日
7月12日-9月17日
8月16日-10月22日
9月20日-11月26日

10月25日-2022年1月7日
11月29日-2022年2月11日

10/20/30週 アッパーインターメディエイト

ECバーチャル開講日程

各種コース開講日程
 カナダ：パスウェイプログラム開校日

EC各校ハイシーズン
   アメリカ

コース 滞在先

マイアミ以外 6月14日-9月10日 6月12日-9月11日

マイアミ 1月4日-3月25日&6月29日-8月21日 1月2日-3月27日&6月26日-8月21日

  カナダ・イギリス・アイルランド

全校 6月14日-9月10日 6月12日-9月11日

  マルタ

マルタ 6月14日-9月24日 6月12日-9月26日

  南アフリカ

ケープタウン 1月4日-3月26日 1月2日-3月27日

※オーストラリア・ニュージーランドはハイシーズン設定がありません
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次のステップ
留学相談&カウンセリング
1人1人に似合う服が違うように、また1人1人食
べ物の好みが違うように、留学先や行く学校にも
「相性」があります。

またその相性を探すにの必要なのは、「日本人
率」や「会話重視」など、ありきたりの基準とは限
りません。

どんなことでも、迷ってしまった時にはプロに相談
するのが一番。ECのことを知り尽くした留学エー
ジェントのカウンセラーさんに相談、自分にぴったり
の国と街、コースを一緒に探してもらいましょう。

またカフェやホテルなどの口コミとは違い、語学学
校や留学の都市を何か所も、何十か所も経験
した人はまずいません。

○○にだけ行ったことのある人の口コミを鵜呑み
にするのではなく、たくさんの留学生を海外に送り
出したことのある、世界各地の語学学校を視察
したことのあるカウンセラーさんにしっかりと相談を
することが大切です。

Find Your Voice!
行先が決まった後は、もう前に進むだけ。留学手続
きや持ち物の準備だけでなく、英語も少しずつ勉強
をしながら留学に備えましょう。

あとは留学先の空港に着いてしまえばもう大丈夫。
トラブルや辛いことも含めて、ECスタッフがみなさんを
サポートしていきます。

ECの最新の様子をチェック

EC各校の様子は、これらのSNSを通じて随時更
新中。留学後のイメージをどんどんふくらませてみて
ください。


