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留学生たちの“成功”のために

 
ECは今年で創立25周年を迎えました。この25年間、留学生たち
のグローバル社会での成功を応援し続けられたことを、私たち
は誇りに思っています。

1991年、ECは地中海の島国マルタの小さな家族経営の学校として誕生しました。以来世界5カ
国21の学校を数える教育機関へと成長しましたが、私たちは今でも創業ファミリーを中心とし
た学校であり、またこれからもその温かさを持ち続けた学校でありたいと考えています。

最先端の教育設備と語学教育メソッド、留学に適した絶好のロケーション、学生が気持ちよく
また楽しく過ごせる美しい学校デザイン。私たちは、留学生たちの学びと生活にとって、ベスト
の環境を提供し続けるために 、 これからも最善を尽くすことを誓います。

私たちはECにやって来る留学生一人ひとりの「願い」を大切したいと思っています。夢、きっか
け、個性、スランプ、脱却。留学生に起こりうる全ての事柄から、可能性、成功、喜びを共に生み
出し、グローバル市民誕生の瞬間を、いつまでも見つめ続けていきたいと願っています。

世界中の、未来の友人へ

HELPING STUDENTS SUCCEED
Since 1991
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英語をしっかり勉強したい
グローバル化の今、使う言葉も何となくしゃべれるだけの「なんちゃって」英語ではなく、相手にきちんと伝わる、
マナーに則った話ができる英語を身につけたいもの。ECのしっかりとしたカリキュラムでなら、恥
ずかしくない英語、しっかりとした英語が身につけられます。

英語に苦手意識がある
まずは今までの通常の学校英語教育で受けてきた勉強の仕方、苦手だと思っている理由については、全て忘れ
てみてください。ECの授業には、どんな学習者でも「話せる」ようになるための工夫が凝らされてい
ます。また楽しく気軽に参加できる無料英語ワークショップも各校で実施されているので、自分のペー
スで勉強時間を調整しながら、苦手意識が克服できます。

長期留学で英語が上手になるか心配
途中でスランプに陥ってしまったり、日本人の友達とばかり遊んでしまって全然話せるようにならなかった、とい
う長期留学者の「失敗談」は耳にするもの。ECではそんな「失敗」が起きないよう、長期留学（６ヶ月以上）の生徒
さんには、定期的なカウンセリングを行いながらみなさんの長期留学をサポートしています。

ECはこんな方に 
お勧めしたい学校です
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地中海生まれの明るく温かな語学学校、EC。世界中から毎年大勢の学生さんたちの集まる人
気の学校ですが、特にこんなみなさんからの支持が高いのが特徴です

便利なロケーションで街を楽しみたい
ニューヨーク校ならタイムズスクエア、ロンドン校ならキングスクロス駅の近く等、ECの都市型キャンパスは、ど
こも街の中心部、またはその街のハイライトと言える場所に位置しています。せっかくの海外留学、
観光なども思い切り楽しみたい方にぴったりです。

外国人の友だちをたくさん作りたい
学校選びの基準に「日本人の少ない学校」をあげる人は多いですが、意外に気づかないのが「その他の国籍」の
人たちのこと。どんなに日本人の少ない学校でも、他の国の人たちがほとんど○○人、ではみなさんの想像して
いる「インターナショナルな雰囲気」にはなりません。EC各校には多くの国籍の学生たちが在籍、ク
ラスでもアクティビティーでも様々な文化的背景を持った人たちと、英語が学べます。

留学中は、あれもこれもしてみたい
留学中は観光やパーティーなども楽しみたいし、でも勉強もちゃんとしないとだし…。または長期留学なので、
確かにビギナーからのスタートだけれど、一般英語だけでは多分帰国してから役立たない…、など、留学には
楽しみと不安が入り混じるもの。ECはアクティビティーもコース設定もとても豊富、且つ留
学開始後のコース変更や追加などにもフレキシブルに対応しているので、「あれもこれも」したいみなさんに安
心、確実な学校です。
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ECで学ぶことで、英語が上達したことはもちろん、い
ろいろな国のことを理解し、また同時に日本の良さ
にも気づくことができました。一人で飛行機にも乗
ったことのなかった私ですが、勇気を出して長期留
学を決めて、本当に良かったと思っています。

EC MALTA,  SAKI AMAMOTO
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ECの英語レッスン
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ECの英語レッスン

とにかく一度は海外で暮らしてみたい、海外旅行に困らない程度
の英語力は身につけたい、短い期間でもいいから外国人の友だ
ちと行動してみたい、という人向けの授業。とにかく楽しく英語が
学べることに重点が置かれています。
 

　　　

せっかく留学するからには、英語を生かした就職や転職も視野に
入れてみたいという人向けの授業。または今日のグローバル化
社会では、いつ必要になるか分からない英語。せっかくなら仕事
に直結した内容を少しでも学んでおくことも必要です。

自分の英語力を客観的に証明するため、または大学進学の際の
条件として必要な英語資格試験。TOEIC, TOEFL, IELTS, ケンブリッ
ジ英検など、資格の使い道などに応じて選択、または自分へのチ
ャレンジとしての受講・受験も有効です。

ECの授業はコミュニケーションに主体を置
いていますが、それぞれの留学の目的に応
じて、受講できるコースはさまざまです。
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ECのレベル分けの仕組み 
ECレベルチャート 
ECの教育メソッド 
無料英語ワークショップ 
基本の英語コース 
目的別おすすめ選択コース 
長期留学生のための制度 
学期制グローバル人材育成プログラム        
試験対策コース 
就労体験プログラム 
大学進学制度 
専門修了書プログラム 
30+プログラム 
クラブ50+ 
語学＋お稽古留学 
フランス語&バイリンガル 
ジュニアプログラム 

海外体験&生活

ビジネス&キャリア

資格試験&大学英語
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ECのレベル分けの仕組み

１．スタートレベル
みなさんが入るクラスのレベルはコース開
始前に送られてくるオンライン・レベルチェ
ックテストによって決まります。事前テスト
は文法、語彙、表現などの選択問題、リスニ
ングテストなどによって構成されていて、現
地到着後にスピーキングチェックが行われ
ることもあります。（*希望者は現地でテスト
を受けることも可能です）

２．授業開始
クラスはテストの結果を基に「同程度レベ
ル」と判断された人たちと同じクラスになり
ますが、特にコース開始直後はリスニング
やスピーキングでつまづきやすいもの。数
日間は海外での授業に慣れることに重点を
置き、様子を見てみることをお勧めします。

３．レベルアップ
中・長期受講生のコース中はクラスでの定期
的なミニテスト、6週間に１度行われるレベル
テスト、授業中の発言内容に対する評価、提出
物の評価などから、レベルアップが行われま
す。また先生からの推薦が受けられれば、一斉
テストとは別途にレベルテストを受けて、上の
レベルに上がれる機会も用意されています。

４．フィードバック
ECでは、先生がみなさんの英語力を評価しま
すが、同時にみなさんから先生への評価、フ
ィードバックも受けています。評価内容によっ
ては、学校スタッフや専門スタッフによるチェ
ック、授業メソッドや内容の改善などが行わ
れます。 

クラスやレベルが合わない場合には？
コース開始後に、他のレベルに移りたい、ビジ
ネス英語コースに変えてみたい等の希望が生
じた場合には、遠慮なく先生や学校スタッフに
相談してください。追加費用が発生したり、空
席がなくてすぐに移動できない場合もありま
すが、出来る限りみなさんの希望が叶うよう、
またみなさんの目標に合った変更ができるよ
う、学校スタッフがお手伝いします。

英語の上達に大切なことは、まずは自分の今の正確な実力を見極め、その実力と目標とするレ

ベルや内容と照らし合わせながら、しっかりとした計画を建てること。ECのカリキュラムに沿っ

てしっかり勉強すれば、みなさんの英語力は必ず向上します。

みなさんがするべきことは
•  英語を学ぶ意志をしっかりと持つこと
•  全授業に出席すること
•    宿題とテストを必ず提出すること
　　　　　　　　　　　　　　　　のみです

ECの英語力向上保証
　　　　　 - The EC Guarantee

ECの保証内容はとてもシンプル 
ECで週30レッスンの授業を受講した場合、EC
はみなさんが右ページのチャートのように英
語力を伸ばせることを保証します。万が一この
通りに伸びていない場合には、ECはきめ細か
なカウンセリングを通じて、みなさんが目標の
レベルに達するまでサポートを続けます。その
ために生じる追加費用は一切ありません。

レベルテストに取り組む在校生
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ビギナー
限られた語彙や文法に関する知識のみ。自己紹介やカフ
ェでのオーダー程度が可能なレベル

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ほぼこなせる。
道で簡単な方向などを説明したりできるレベル

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

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

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

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

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

プロフィシエンシー
ほぼネーティブスピーカーと同水準に正確且つ流暢に意
思疎通ができる。自分の専門分野であれば専門的な内容
にも対応可能
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ECのレベルは、CEFRと呼ばれるヨーロッパ/イギリス統一基準に基づいて設定

されています。レベルテストからコース修了時のレベルまで、全て同一の基準

で判断され、対外的にも分かりやすい客観的なレベル確認が可能です。

ECレベルチャート
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１．全講師資格保有
　    定期的な授業内容チェック
ECの先生たちは、どの国でも必ずその国で求めら
れている英語教師の資格を有しています。また先
生たちを統括するアカデミック責任者が定期的に
先生の授業内容をチェックし、生徒全員がしっか
りとした授業が受けられるよう教育の質を維持し
ています。

２．コミュニカティブメソッド採用
英語教育にも様々な教育メソッドがあります
が、ECが主眼を置いているのは、『コミュニカティ
ブ・メソッド』と呼ばれるものです。実際のコミュニ
ケーションの場を通じて、リーディング、ライティン
グ、スピーキング力をつけて行くもので、ECの英語
教育のゴールと意義であるコミュニケーション力
養成に直接結び付けます。

３．「使える」レッスン内容
ECの授業はレベルに応じて音楽、スポーツ、社会
等、様々なトピックを土台に構成され、クラスでは
そのトピックを基に話したり、ディベート、ディスカ
ッション等が行われたりします。また同時にそこで
必要な単語や文法力をつけ、発音や流暢さなどの
指導も受けて行くので、習ってすぐに「使える」　「
役立つ」構成になっています。

４．上達のための学習環境
学習効果が最も高いのは、「学習者がリラックスし
て楽しく学んでいる時」というのは科学が証明して
います。ECの教室は自然光を最大限に取り入れ、
また先生は堅苦しい授業にならない様に工夫を
重ねているので、みなさんも少しずつ自信をつけ
ながら授業に参加できるようになります。

５．進度確認とサポート
ECはみなさんの上達具合を定期的に確認。長所
や短所を把握した上で、本来の学習進度通りに
上達できるようサポートします。宿題はクラスメン
バーの弱点や、新しく学んだ事項等に合わせて出
されます。

６．自習のためのフィードバック
英語上達のためのポイントの1つは、授業以外の
時間の自習をどこまで効率的にできるかという点
です。ECでは先生から宿題の内容や授業中の出
来具合等について、フィードバックとアドバイスが
与えられるので、授業以外の時間も自主的に有効
に活用できます。

ECの教育メソッド 

７．教室だけでない学習の機会
それぞれの弱点を克服するため、また習った英語
を楽しく実践するため、ECでは無料英語ワークシ
ョップや学校アクティビティーを開催しています。
またECでは授業とそれらが連動して学習効果を
発揮できるよう、各担当者同士が相談を重ねなが
ら企画、実施しているのが特徴です。

８．持ち帰るための学習成果
ECではコース期間の長短にかかわらず、コース最
終週に卒業テストを実施。その結果からも入学当
初からどの程度英語力が向上したかが測れるよう
になっています。また一定期間学習者は日本に帰
って自分で学習を続けるのに役立つ評価表やア
ドバイスも受け取るため、長期留学でも短期留学
でも必ず何かを身に付け、持ち帰ることのできる
留学が可能です。

ECの授業を選ぶ「８つの理由」
ECでは毎週、毎月のカリキュラムを各校共通できめ細かに設定。合わせて生徒一人ひとりの個性を見極めなが

ら、クラスのメンバーの弱点や長所、希望に合わせた授業展開を行っています
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無料英語ワークショップ
ECの無料英語ワークショップは、1週間に2回以上を原則に各校で実施。「もっと勉強したい」というみなさんを

応援するための学習サポート制度です。

EC全校で共通＆人気のワークショップ
下記3つのワークショップはEC全校で実施しています。現地到着後に予定表をチェック、希望のワークショップに申し込んでください。

会話クラブ 
クラス授業では緊張してしまってなかなか話せない、
他のクラスの人たちとも、もっと気楽におしゃべりがし
てみたい、とにかく会話の機会を増やしたいというみ
なさんのための、無料会話クラスです。飲み物を片手
に気軽に参加してみましょう。

各校オリジナルのワークショップ
上記ワークショップ以外にも、ECでは在校生のみなさんのニーズやリクエストに応じて、下記のようなワークショップを実施しています。

レクチャー
外部講師やECの先生たちが、歴史から心理学まで様々
なテーマで行うレクチャー。実演や質疑応答の時間が
あり、また感想や要点をまとめて提出すると、添削、評
価の上で返却されるので、大学の授業や英語会議の模
擬練習としても有効です。

キャリアクリニック
英文履歴書の書き方や英語インタビューのこつな
どが学べるクリニック。帰国後の就職準備はもちろ
ん、ワーホリでの職探しの際のテクニックとしても
役立ちます。

ホームワーククラブ 
しっかりと勉強したいという学生が集まって開
かれるホームワーククラブ。自分だけではつい
怠けてしまって、宿題も滞りがち…、というみな
さんにもぜひお勧めです。

英語検定スキル 
TOEFLやTOEICなど、わざわざコースを受講す
るほどではないけれど、少しは試験勉強もして
おきたい、というみなさんのためのワークショ
ップ。試験対策「入門」として有効です。

現地カンバセーションパートナー制度 
たとえアメリカに留学をしても、すぐにアメリ
カ人の「友だち」を作ることはそう容易では
ありません。ECボストン校では長期留学生を
対象に、現地大学生ボランティアの人たちを
みなさんにご紹介するカンバセーションパー
トナー制度を実施しています。 

ブレーキングニュース 
1日の始まりはその日のニュースチェックか
ら。先生や学生たちが持ち寄る「今日のニュ
ース」を話題に、モーニングコーヒー＆クロ
ワッサンを片手に授業前の時間を過ごすワ
ークショップです。

スキル別クリニック 
発音、文法、ライティング、リーディング等、英語の
スキル別にポイントや直し方を教えてもらえる
スキル別クリニック。同じ悩みを持った人たち同
士、クラスでは集中しきれない分野に特化でき
るので効果的です。

映画クラブ 
英語で映画を見てから、先生や他の参加者と
その映画について感想や意見を話し合うクラ
ブ。英語習得の近道は、「自分が好きなこと」を
ツールにすることなので、映画が好きな人に
は参加必須のワークショップです。
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自分に合ったコースを見つけよう

EC基本の英語コース
まずは下記の時間割表を参考に、自分は毎日どのくらいの時間勉強がしたいか、またどんな勉強が必
要かを考えてみてください

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１時間目 08:30-10:00
トピック制総合学習

（コミュニカティブメソッド）
英語コミュニケーション

自由時間
・無料ワークショップ

・アクティビティー

トピック制総合学習
（コミュニカティブメソッド）

英語コミュニケーション

自由時間
・無料ワークショップ

・アクティビティー

トピック制総合学習
（コミュニカティブメソッド）

英語コミュニケーション
休み時間 10:00-10:15

２時間目 10:15-11:45

昼休み 11:45-12:30 ランチタイム

３時間目 12:30-14:00
選択科目 選択科目 選択科目 選択科目 選択科目

休み時間 14:00-14:15

４時間目 14:15-15:45
自由時間

・無料ワークショップ
・アクティビティー

スキル別トレーニング
スピーキング・
ライティング等

自由時間
・無料ワークショップ

・アクティビティー

スキル別トレーニング
スピーキング・
ライティング等

自由時間
・無料ワークショップ

・アクティビティー
休み時間 15:45-16:00

5時間目 16:00-17:30

自由時間 / アクティビティー

ジェネラル20 セミインテンシブ24 インテンシブ30

開講校 EC全校
(オンキャンパス校を除く)

ECアメリカ・カナダ全校
(オンキャンパス校を除く)

EC全校
(オンキャンパス校を除く)

受講可能レベル 全レベル 全レベル 全レベル

開始日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日

受講週数 1週間以上 1週間以上 1週間以上

週レッスン数 20レッスン 24レッスン 30レッスン 

週授業時間 15時間 18時間 22.5時間

上記時間割表中、ECコミュニカティブメソッド採
用のトピック制総合学習&英語コミュニケーショ
ンと、スキル別トレーニングの授業のみ受講。1コ
マ90分の授業を1日2コマ受講するコースです。

また学びながらその街も楽しみたいという方に
は、週30レッスン受講の「シティー体験英語コー
ス」もお勧めです。

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

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

週20レッスンの授業に加え、自分の弱点や興味に
応じて勉強する授業を、1週間に2回のみ勉強する
コース。週の3日は1コマ90分の授業を1日2コマ、
週の2日は 1コマ90分の授業を3コマ受講します。

また無料授業や学校アクティビティーを組み合わ
せることで、さらに自分スタイルのスケジュールを
組むことができます。

しっかり勉強したい
集中したい分野がある

勉強も遊びも
バランスよく過ごしたい

観光&ホリデー重視
自由時間が豊富に欲しい

週20レッスン受講コース
一般英語・ジェネラル20

週30レッスン受講コース
一般英語・インテンシブ30

週24レッスン受講コース
一般英語・セミインテンシブ24

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

EC時間割表一例
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＋スキル別トレーニング

週に2日のスキル別トレーニングの日には、その週のトピック
にも関連して、スピーキング、リスニング、ライティング、リーディ
ングのスキル別に、目標を定めたトレーニングが行われます

トレーニング目標例 (プレインターメディエイトレベル)

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

話せるようになるための授業

 ECのコミュニカティブ・メソッドとは？

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

「貧乏旅行」、旅の持
ち物など、旅行に関する
単語をクイズなども交え

て学ぶ

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

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

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

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

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

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

例えば「トラベル」というトピックの場合（プレインターメディエイトレベル）

今日のサブトピックは「旅行のコツ」なので…

よく～する、めっ
たい～ないなど、
頻度を表す単語・
表現を出し合う

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

インプット/知識

アウトプット/会話

その他のトピック例

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

トピック例 (プレインターメディエイトレベル)
コミュニティー、成功、感情、アイデンティティー、仕事、歴史、世
界、コンタクト、物語　等々
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その街や文化に興味を持って留学先を
選ぶ人は多いもの。それなら大々的に授
業で扱ってみんなで見に行こう！というコ
ンセプトの授業。行動派のみなさんにお
すすめです。

週30レッスンの授業のうち、10レッスンはシティ
ー体験英語に特化。その街の歴史や文化につい
て学びながら、必要な語彙力や表現力もしっかり
と身に付ける、ユニークな英語カリキュラムです。

テーマは毎週変わり、週の数時間は実際にその
テーマに則した箇所を訪れます。例えば、「アー
ト＆文化について説明しよう」というテーマの週
であれば、それに関するストーリーや英語表現に
ついて学んだあと、実際に地元の美術館や博物
館などを訪れます。そこでは習った英語を思い出
しながら、クラスメートと鑑賞、翌日の授業ではさ
らに感想などを話し合ったりもできます。他にも
スポーツについて学んだ後に、スタジアム見学を
するなど、テーマには尽きません。

同僚との共通語が英語の職場や、仕事の
関係で英語圏の国に行くことになった時
などに起こりうるシチュエーションを考え
て作られたコース。ビジネス英語入門と
してもおすすめです。

週30レッスンの授業のうち、10レッスンは、仕事
の場で必要になるテーマやシチュエーションを
用いながら、ビジネスの様々な場面で役立つ英
語表現や単語、テクニックを学ぶカリキュラム
です。 

具体的なテーマやシチュエーションは、「通勤」
「上司と部下の関係」「交渉力」「プロジェクト推

進力」「予算」「朝型か夜型か」など様々で、その中
で同時に、「角を立てずに自分の主張を通す」「A
とBの対立を上手く収める」「受け入れられやすい
クレームを入れる」等、実社会で役立つ、ビジネ
ス英語的表現を数多く学んで行きます。

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

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

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

 週24/30レッスン受講生のための

目的別おすすめ選択科目コース

海外体験&生活 キャリア&ビジネス 大学&資格試験

少しでもビジネス英語の勉強を
しておきたい人向け

海外大学留学や、英語での授業
に使える英語を学びたい人向け

外国人の友だちと、英語を話しな
がらお出かけしたい人向け

シティー体験英語コース
- English in the City - 

ビジネス英語入門コース
- English for Work - 

アカデミック英語コース
- Academic English - 

シティー体験英語 ビジネス英語入門 アカデミック英語

開講校 EC全校
(オンキャンパス校を除く)

EC全校
(オンキャンパス校を除く)

ボストン、サンディエゴ、ロサンゼルス
トロント、バンクーバー

受講可能レベル 全レベル プレインターメディエイト インターメディエイト

開始日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日

受講週数 1週間以上 1週間以上 1週間以上

週レッスン数 30レッスン
(一般英語20+シティー10)

30レッスン
(一般英語20+ビジネス10)

30レッスン
(一般英語20+アカデミック10)

週授業時間 22.5時間 22.5時間 22.5時間
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グローバル・シチズンシップ
自然環境、文化の多様性、平等、グローバリ
ズムなど、現在の世界における様々なテー
マや社会問題についてディスカッションで
きる英語を学びます。

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

アカデミックスキル
講義中にメモを取る、英文レポートを書く、
英語でプレゼンテーションを行う等、大学な
どのアカデミックな場面で必要なスキルを
身につけます。

音楽を通じて学ぶ英語
異なった背景を持つ様々なジャンルの音楽
を通じて、楽しく英語を学びます。

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

ライティングの基礎
短い文章から、自信を持って分かりやすく表
記できるよう練習します。

「それでもやっぱり会話が苦手」「せっかく習った
文法が使えていない」　「大好きな映画を通じて英
語を勉強したい」等、学生１人１人のニーズに応え
られるのが選択科目制度。ECではコミュニカティブ
メソッドを使った総合学習的アプローチと選択科
目の良さを組み合わせた、バランスの良いコース
受講が可能です

映画を通じて学ぶ英語
異なるジャンルの映画を見、自分の意見を
述べたり、批評、分析ができるよう、英語とス
キルを身につけます。

会話に慣れよう
会話のパターンに慣れ、スムーズに会話が
出来るよう自信をつけるためのクラスです。

ライティング強化
書く内容や相手に応じて、ふさわしい形式
や文体で英語が書けるようになるためのク
ラスです。

時事単語
世界の時事ニュースや、グローバルな話題
から時事単語を学びます。

スピーキング強化
日々の生活に必要な英語の表現や単語を
理解し、またシチュエーションに応じた英語
が使えるようになるためのクラスです。

文法を使いこなす
英語の構造を理解し、正しく分かりやすい英
語が使えるようになるためのクラスです。

その他の選択科目

ビギナー  　エレメンタリー  　プレインターメディエイト  　 インターメディエイト 　  アッパーインターメディエイト　アドバンス

グローバルシチズンシップ
比較文化&コミュニケーション
アカデミックスキル
音楽を通じて学ぶ英語
メディアを通じて学ぶ英語
ライティングの基礎
映画を通じて学ぶ英語
スピーキング強化
ライティング強化
時事単語
会話に慣れよう
文法を使いこなす

※実際の開講科目は、時期や学校によって異なります。
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学生一人ひとりの個性やニーズを大切にするECでは、とにかく全てがフレキシブル。留学を始める
日、コースの組み合わせ、ホリデー時期はもちろん、レベルアップのタイミングも、一人ひとりの留
学の目的や頑張りに応じて調整することのできる、カスタマイズ方式の長期留学です。

長期留学生のための制度
アカデミック/ビジネスイヤー・フレックス

ジェネラル20 セミインテンシブ24 インテンシブ30

開講校 EC全校
(30+/オンキャンパス校を除く)

ECアメリカ&カナダ全校
(30+/オンキャンパス校を除く)

EC全校
(30+/オンキャンパス校を除く)

レベル 全レベル 全レベル 全レベル

受講期間 24週間以上 24週間以上 24週間以上

週レッスン数 20レッスン 24レッスン 30レッスン

週時間数 15時間 18時間 22.5時間

学習カウンセリングと学習記録 
ECのカスタマイズ留学を可能にしているのが、2～３週間に1回の
クラスカウンセリングと、6週間に1回の総合カウンセリング制度。
カウンセリング時の記録は個人学習記録（ポートフォリオ）として
記録されるので、自分の学習の進捗状況を、長期的な視野で客観
的に見つめることができます。

学習カウンセリングでは…

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

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

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

より、取得に一定の制限がある場合もあります）

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

ECオリジナルの学習記録システム/ランゲージ・ポートフォリオ

海外体験&生活 ビジネス&キャリア 資格試験&大学
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6ヶ月~1年半：カスタマイズ長期留学例

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

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

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

バランス良く学ぶ
総合英語

長期留学
カウンセリング

最初のカウンセリング。留

学期間中のおおまかな計

画を立てよう

レベルの伸び具合次第

で、ビジネス英語受講時

期を調整

レベルの伸びが停滞気

味。弱点克服のためのアド

バイスをもらう

無事にレベルアップ達成！

予定通り試験対策コース

に変更

目標スコア取得・無事合格！

これで帰国後すぐに就職活

動が始められる

1-5ヶ月 　 2-3ヶ月　 3-9ヶ月　1 2 3

アッパーインターメディエイト

エレメンタリー

1月 5月 9月3月 7月 11月2月 6月 10月4月 8月 12月

プレアドバンス

プレインターメディエイト

プロフィシエンシー

インターメディエイト

ビギナー

アドバンス

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

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

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

日本から遊びに来る
友だちと一緒に旅行 十分ホリデーも楽しんだ後

は、一気にラストスパート

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

なりたい場合には、
日本でもレベルを上
げておくことが有効

現地専門大学で修了書コース受講

試験対策コースでスコア取得

周辺国への旅行などもしながら、ゆった
りと留学開始。友だち付き合いも新鮮

留学のスタイル別  レベルアップ&コース受講例

ビジネス英語入門受講

任意申請のホリデー期間

ビジネス英語受講で、ビジネスの場で
も使える英語や表現を身につける

スピーキング強化、シティー体験英
語受講で会話に慣れる

ここにフォーカス
選択科目

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

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

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

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

グローバル人材育成プログラム編入

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

アクティビティー：季節のイベントなど
に参加しながら時々は息抜き

各種英語資格試験対策

グローバル人材育成プログラム

カレッジでの修了書プログラム

大学授業の聴講

インターンシップ

キャリア英語実習プログラム

チャリティーボランティア

ワーキングホリデー

フランス語コース

とことん英語・最上級を目指す

++

時期別
カスタマイズ
オプション例

※学校やレベルによって受講できるオプションは異なります。

 
 

新潟留学センター



18

この街で学ぶ
アメリカ、カナダ、イギリスの経済の中心地、また
はIT産業やベンチャー企業、映画産業等の中心地
として知られる5 つの街を厳選。どんなビジネス
分野でも対応できる幅広い人材と、研修機会に恵
まれた環境で、グローバル人材としてのしっかりと
した英語力と知識が身につけられます。

本格派向けのビジネス＆英語プログラム

    学期制・グローバルビジネス人材                                   
  育成プログラム
                       　 - English and Global Career Development

カナダ経済の中心地、トロントイギリスの中心、ロンドンIT、ベンチャー、国際企業の集まるサンフランシスコ

米西海岸経済の中心地、ロサンゼルス 世界経済の要所の１つ、ニューヨーク

knowledge
global 
career 

development

focus action

１学期  - 8週間

英語コミュニケーション
ビジネス英語
ビジネスの基本

2学期  - 8週間

英語コミュニケーション
自己分析＆エリア選定
専門家インタビュー

3学期  - 8週間 

英語コミュニケーション
ビジネスプロジェクト
個人ポートフォリオ作成

• ビジネスに強い5つの街を厳選、開講
• ビジネス英語とビジネス書が合体した教材使用（1学期）
• キャリア選択をサポートするためのアメリカの企業、
   Road Trip Nationと提携、ユニーク且つ実践的なキャリ
   アプログラムを実施（2学期）

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

グローバル
ビジネス人材

育成

ビジネス&キャリア

 
 

新潟留学センター



19

開講校 ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス
トロント、ロンドン、ロンドン30+

受講可能年齢 18歳以上

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

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

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

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

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

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

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

こんな人におすすめ

英語と一緒にビジネスの基本を学びたい

どんな分野でも通用する多角的なビジネス英語を
身につけたい

現地ビジネスパーソンの話が聞きたい

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

ャリアや、企業内での方向性などを見つけるきっかけとする
• 専門家インタビュー：自分の進みたい分野、興味のある分野で実際

に働く人へのインタビューを実施。インタビュー相手を見つけ、ア
ポイントメントを取り、インタビューに向けての事前準備を行い、ま
た実際のインタビューは動画撮影する

こんな人におすすめ

今後のキャリアのための自己分析を行いたい

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

ROADTRIP
NATION

3学期: 英語＋ビジネスプロジェクト

この学期を通じて行うこと
• 一般英語：ビジネスレベルのコミュニケーション能力を身に付ける
• プロジェクト：セールス＆マーケティング、カスタマーマネージメン

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

• 学んできたことの集大成として、個人ポートフォリオを作成する

こんな人におすすめ

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

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

開講期間 開講学期

2016年1月11日-3月4日 1学期

                3月7日-4月29日 1学期・２学期

  5月2日-5月5日 学期休み

                5月9日-6月30日 1学期・２学期・3学期

                7月4日-8月26日 1学期・２学期・3学期

                9月5日-10月28日  1学期・ ２学期・3学期

               10月31日-12月23日 ２学期・3学期

                12月26日12月30日 学期休み

2017年1月9日-3月3日 1学期※コース開始・終了日が祝日の場合には翌・前日がそれぞれ
　開始日、終了日となります。
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英語資格試験対策コース
留学を終えてすぐの時期は慌しく過ごしてしま
い、なかなか試験勉強に集中できないのが現
実。帰国後すぐの就職活動を予定している場合
には、留学中にスコアや資格を取得をしておく
ことをお勧めします。

資格試験&大学

おすすめ試験対策コース①
ケンブリッジ英検 FCE/CAE/CPE

試験対策コースと言うと、ただカリカリとテクニックを学ぶだけのもの、
自分が練習したいのはスピーキングだから、試験対策なんて…、と思っ
ていませんか？ヨーロッパでの認知度の高いケンブリッジ英検は、スピ
ーキングや本格的なライティングも含まれ、ただのテクニックだけで合
格できるテストではありません。最も下のレベルでもアッパーインターメ
ディエイトレベルという難易度のテストですが、受講してみれば、自分の
あやふやだった英語知識がしっかりと整理されて、話す時にも自信をも
って表現でき、またうろ覚えだった単語も、自然と口をついて出てくるよ
うになることに気づくはずです。

おすすめ試験対策コース②
Higher Score® IELTS/TOEFL/TOEIC

こちらは逆に、とことんスコアをアップさせることに特化させた、EC
オリジナルのスペシャルプログラム。カナダ校限定で、現地では空席
待ちも出ることのある人気コースです。 Higher Score® と呼ばれる特
殊な教育メソッドを用い、過去問題、出題パターンなどを徹底的に分
析、いかに効率的に点数を獲得するかを専門の先生から学びます。

現地で英語で学ぶ授業なので、リスニング力のアップと同時にスコア
が取得でき、また現地での試験受験はもちろん、帰国後すぐに実力を
試せるのも大きな利点です。

試験対策コース受講の利点：

１．履歴書にはっきりと書ける英語力が身につく
２．学んだ内容を総整理、知識をしっかりと頭の中に固定させられる
３．試験合格、○点取得といった明確な目的を持って勉強が続けられる
４．同じ目標をもったクラスメートと励ましあいながら勉強できる
５．長期留学中のモチベーション維持 (変更後も追加料金の発生はありません)
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IELTS (International English Language 
Testing System)
イギリス、オーストラリア、カナダ、マルタ、南アフ
リカ等ほとんどの大学の進学条件として、またア
メリカの一部教育機関や研究機関で求められる
英語資格試験。

TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language)
大学レベルの英語力を証明するための資格試験
で、北米を中心とする世界130カ国、8000以上の
教育機関で利用されています。

ECでは、ボストン・トロント校が現地での受験セン
ターに指定されています。 

目的・レベル別試験対策コース一覧

ケンブリッジ英検

FCE (First Certificate in English) 
幅広い分野の英語を自信を持って書き、話すこと
ができる英語力を証明するテスト。

CAE (Certificate in Advanced English) 
ビジネスの場や学業の場において自由に英語を
書き、話すことができる英語力を証明するテスト。

CPE (Certificate of Proficiency in English) 
ケンブリッジ英検で最も高いレベルの試験。どん
な場においても正しく効果的に書き、話すことがで
きる英語力を証明するテスト。
ECでは、バンクーバー・トロント・ケープタウン校が
現地での受験センターに指定されています。 

TOEIC (Test of English for International 
Communication)
アジア諸国やフランス、一部南米などで広く用
いられる資格試験。日本でも就職や昇進などの
条件に広く用いられています。

ECでは、トロント校が現地での受験センターに
指定されています。 

GRE (Graduate Record Examinations) 
主に北米の大学院に出願する際に求められる
スコア。ライティング、言語能力、数学能力の3セ
クションから成り、専門的知識も合わせ様々な
角度から判定されるテストです。

ケンブリッジ英検
IELTS TOEFL GRE Higher Score® 

IELTS Higher Score® TOEFL Higher Score® 
TOEICFCE CAE CPE

ボストン - - - 24, 30 24, 30 - - - -

ニューヨーク 30 30 30 - 30 - - - -

ワシントン - - - - 24, 30  - - - -

サンフランシスコ 30 30 - - 30 - - - -

サンディエゴ 30 30 30 - 30 - - - -

ロサンゼルス 30 30 - - 30 - - - -

マイアミ 30 30 - - - - - - -

フレドニア - - - - - 10 - - -

オスウェゴ - - - - - 10 - - -

モントリオール - - - - - - 20 - -

トロント 30 30 - - - - 20, 24, 30 20, 24, 30 20, 24, 30

バンクーバー 30 30 30 - - - 20 20 20

ロンドン 20, 30 20, 30 20, 30 30 -  - - - -

ロンドン 30+ - - - - - - - - -

オックスフォード 20, 30 20, 30 - 30 - - - - -

ケンブリッジ 20, 30 20, 30 - 30 - - - - -

ブライトン 20, 30 20, 30 - 30 - - - - -

ブリストル 30 30 - 30 - - - - -

マンチェスター 30 30 - 30 - - - - -

マルタ 20, 30 20, 30 30 30 30 - - - -

ケープタウン 30 30 30 30 - - - - -

FCE
インターメディエイト 
8週間以上のコース：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

GRE アドバンス

CAE プレアドバンス
4週間コース：アドバンス Higher Score ® IELTS インターメディエイト

CPE アドバンス Higher Score® TOEFL インターメディエイト

IELTS インターメディエイト Higher Score® TOEIC インターメディエイト

TOEFL アッパーインターメディエイト

受講可能レベル

開講校 / 1週間あたりのレッスン数

コース開始日
IELTS / TOEFL: 毎週月曜日
FCE, CAE, CPE, GRE: 学校により1月、3月、7月、9
月開始で4～12週間のコース。詳細は料金表ま
たは別途資料をご参照ください。
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就労体験プログラム
帰国後の就職や転職に備え、海外での職場での仕事経験や、ボランティア団体での活動体験など
を行うプログラム。漠然としたイメージからの参加ではなく、そこで学びたいこと、やりたいことを
明確にした上での参加が望まれます。

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

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

ーンシップに関しては、別途ECまでお問い合わせください)

ビジネス&キャリア

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

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

キャリア英語実習、インターンシップはどちらも現地企業や団体で
の受入となります。研修先の決定にあたってはECレベルチャート
上の英語力はもちろん、コミュニケーション能力やその他のスキル
（PCスキル等）、専門知識（大学での専攻、前職の内容等）によっ
ても受入先が異なってきます
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キャリア英語実習 チャリティーボランティア ファームステイ インターンシップ

受講可能校
アメリカ校全校

(オンキャンパス校以外) カナダ校全校 カナダ校全校 ケープタウン (マルタ校*)

受講可能レベル
インターメディエイト以上の
英語コミュニケーション力

インターメディエイト以上の
英語コミュニケーション力

インターメディエイト以上の
英語コミュニケーション力

インターメディエイト以上の
英語コミュニケーション力

開始日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日

就労体験期間 8週間以上 4-16 週間 2-4 週間 4週間-6ヶ月

語学コース受講期間 8週間以上 制限なし(4週間以上が望ましい) 制限なし(4週間以上が望ましい) 4週間以上

受講可能年齢 18歳以上 18歳以上 19歳以上 18歳以上
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大学進学制度
英語留学を経て北米の大学への進学を考えている方々のためのコース。進路相談から受験校の
選択、実際の進学まで、ECの専門スタッフが丁寧にアドバイスをし、みなさんの海外大学留学の
夢をサポートします。

制度実施校 アメリカ＆カナダ全校

アカデミック
英語開講校

ボストン、サンディエゴ、ロサンゼルス
トロント、バンクーバー

大学進学英語
GRE開講校

NY州立大学付設オンキャンパス校
フレドニア・オスウェゴ

制度に
含まれるもの

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

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

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

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

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

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

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

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

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

アメリカ ワシントン州 l Green River Community College, Seattle Central Community Collegeモンタナ州 l Montana State 
University ミシシッピ州 l The University of Mississippi ロードアイランド州 l New England Institute of Technology, 
University of Rhode Island  l Berkeley College, The Art Institute of  City, SUNY Alfred, SUNY Fredonia, SUNY 
Oswego カリフォルニア州l Alliant International University School of Management, California International 
Business University, De Anza College, Foothill College, MiraCosta Community College,  Film Academy, Santa 
Monica College, San Francisco State University, San Jose City College, National University, The Art Institute of 
California (Los Angeles, San Francisco, Silicon Valley, San Diego, Hollywood), UC Santa Cruz Extension Silicon 
Valley, UC Irvine Extensionアリゾナ州 l Northern Arizona Universityテキサス州 l Texas Wesleyan Universityフロ
リダ州 l  International University of Art & Designマサチューセッツ州 lBoston Architectural College, Bunker Hill 
Community College, Bay State College, Lasell College, Massachusetts College of Art and Design, New England 
Institute of Art, Simmons College, University of Massachusetts–Boston, Wentworth Institute of Technology Mメ
リーランド州 l Frostburg State Universityウィスコンシン州 l Milwaukee School of Engineering

カナダ ブリティッシュコロンビア州 l Royal Roads University, Sprott-Shaw College, The Art Institute of Vancouver, 
Douglas College, Fairleigh Dickinson University, Thompson Rivers University, Acsenda School of Management, 
Alexander College, VancouverFilm School, Vanarts オンタリオ州l Centennial College, George Brown College, 
Georgian College, LondonSchool of Business & Finance, Niagara College, Seneca College, Sheridan College, RCC 
Institute of Technology, Conestoga College, University of Guelph, Lakehead University, Confederation College, 
Wilfrid Laurier University, Lambton College, Evergreen Collegeケベック州 l Herzing College ノヴァスコティア州
Mount Saint Vincent University, Cape Breton University

EC提携大学例
ECは北米各州の提携、条件付入学、TOEFL/IELTS免除での大学進学をサポートしています。最新の
提携全大学が記載されたリストやその他詳細については、別冊のEC大学進学専用パンフレット、ま
たはECウェブサイトをご参照いただくか、またはEC担当者にお問い合わせください。

資格試験&大学

※ニューヨーク州立大学への進学を希望す
る場合には、ECオンキャンパス校での受講が
お勧めです
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専門修了書プログラム
英語長期留学の一部期間を用いて、専門分野についても学びたいという人のためのプログラム。
帰国後に憧れの職業につくため、またはキャリアアップ＆キャリアチェンジに有効な、海外留学の
1つの形態です。

※下記プログラム内容は大学・専門学校側の事情により変更になる場合もあります。詳しくはECまでお問い合わせください。

開講コース例：
国際貿易
ビジネスマネージメント
幼児教育
国際ホスピタリティー&マネージメント
観光＆ホスピタリティーマネージメント

開講コース例：
コンピュータープログラミング
ウェブデザイン
マーケティング
バイオテクノロジー
英語教育・幼児教育

開講コース例：
ホスピタリティーマネージメント
ホテルマネージメント
ヒューマンリソース
コミュニティーサービス
システム&ネットワークスペシャリスト

開講コース例：
映画制作
映画俳優養成
アニメーション制作
写真
ミュージカルプロデュース

プログラム情報：
英語コース受講校：ECカナダ校
英語コース期間：12週間以上
プログラム開始日：受講コースにより平均月1回
プログラム期間：12週間
受講レベル：アッパーインターメディエイト以上

プログラム情報：
英語コース受講校：ECサンフランシスコ校
英語コース期間：4週間以上
プログラム開始日：1,4,6,9月 
プログラム期間：9ヶ月
受講可能レベル：アドバンス以上

プログラム情報：
英語コース受講校：ECカナダ校
英語コース期間：4週間以上
プログラム開始日：受講コースにより平均月1回
プログラム期間(例)：22週間+22週間のCo-op　
受講レベル：アドバンス以上

プログラム情報：
英語コース受講校：ECニューヨーク校
英語コース期間：4週間以上
プログラム開始日：受講コースにより月1～年2回
受講可能レベル：アドバンス以上

SPROTT SHOW COLLEGE 　 - バンクーバー：毎月入学可能、単位制のフレキシブルなシステム。Co-op期間を付けることも可能
スプロットショウカレッジ

UCSC EXTENSION                     - サンフランシスコ：プログラム受講中の無給インターンシップ、コース終了後のOPT期間あり
UCSC エクステンション・シリコンバレー

EVER GREEN  COLLEGE           - トロント：ホスピタリティー分野はCo-opプログラム付きのコース
エバーグリーンカレッジ

NEW YORK FILM ACADEMY  - ニューヨーク：アメリカ映画・興行界の著名人たちを輩出したアカデミーで学ぶ
ニューヨークフィルムアカデミー

資格試験&大学 ビジネス&キャリア
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30+プログラム
海外留学は学生や若い方々だけのものだけではありません。ECでは社会経験を経た上での留学、
熟年の方々の留学、語学+趣味の留学等、「学びたい」全てのみなさんの気持ちを応援します。

気の合う仲間を見つけよう
せっかくの海外留学、若い学生たちと学ぶこ
とも楽しい経験ですが、社会経験を積んで
いたり、家族や子供がいたりする同世代の
人たちと、共通の話題でおしゃべりを楽しみ
たくなったりするもの。また学校アクティビ
ティーも、アートやグルメなど、大人向けの
ものが数多く用意されています。

30歳以上の「大人」が集まって一緒に英
語が学べる30+プログラム。国籍は違っ
ても共通の話題の見つけやすい年代同
士、授業中の会話も弾みます。また放課
後や週末も行ってみたい場所や、挑戦し
てみたいことが似通っていることが多い
ので、一緒に行動できる友人が見つかり
やすいのも大きな魅力です。

年齢にふさわしいトピックで学ぶ
EC英会話の練習をする時は、ただ決められ
たパターンを復誦するのではなく、何かの
話題を基に「会話」をします。30+のクラスで
は、大人のみなさんにふさわしいテーマや
トピックが使われるので、自分の意見や体
験なども話しやすくなります。また言葉遣い
なども、大人の学生にふさわしい、しっかりと
した英語を学びます。

EC ロンドン 30+ EC マルタ EC トロント

レベル 全レベル 全レベル プレインターメディエイト
～アッパーインターメディエイト

コース ジェネラル・インテンシブ英語、
ビジネス英語、シティー体験英語

ジェネラル・インテンシブ英語、
ビジネス英語、シティー体験英語

ジェネラルイングリッシュ20
(+選択科目は一般の生徒と共通)

実施時期 通年・毎週月曜日開講 通年・毎週月曜日開講 通年・毎週月曜日開講
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小さなクラスで気の置けない仲間たちと学ぶ
会話を中心に実際的な英語を学ぶクラブ50+の授業。様々な国から集まった同
年代の人たちと、6人までの少人数制のクラスで学びます。放課後のアクティビテ
ィー、自由時間などを通じ、国は違っても同じ目的を持った新しい仲間たちとの
出会いがみなさんを待っています。

マルタを満喫する
小さな島国に長い歴史と文化遺産の詰まったマルタ。クラブ50+に含まれるアク
ティビティーを通じて、その豊かな文化と歴史を肌で感じてみてください。また
シンプルさの中に美味しさの凝縮された地中海料理や、マルタ産のワインが楽
しめるのも魅力です。      ※プログラム開催中はEC通学バスを利用しての通学が可能です

サーフィン - サンディエゴ

サーファー達に人気のスポットも多
いサンディエゴ。特に海岸沿いのラ・
ホヤ地域に位置するECの魅力が行
かせるのがサーフィン体験です。プ
ロのコーチからしっかりと習えるの
で、サーフィン初心者でも大丈夫。基
本的な装備も全て貸し出されるので
まずはトライしてみることから始め
てください！

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

ミュージカルの本場、ニューヨーク
で通うダウンスクール。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 
演技レッスン：18セッション以上
英語レベル：インターメディエイト

料理 - モントリオール

世界にその名をはせるフランス料
理。習った英語やフランス語を使い
ながらみなさんの料理の腕も磨い
てみましょう。実践的なレッスンを通
じて、みなさんも立派なフレンチ・ホ
ームシェフになることが出来ます。

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

ダイビング - マルタ

ダイビング専門誌での投票で世界
第3位のダイビングスポットに選ば
れたマルタ。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、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
景色を楽しんでみてください。日本
人インストラクター在籍（諸事情により

不在となる場合もあります）。

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

クラブ50+

語学+お稽古留学

50歳以上の方が対象のECマルタ校だけの特別プログラム。世界遺産の古代遺跡や中世の街並みが
美しい地中海の島マルタで、英語を勉強しながら世界中の同世代の仲間が作れるのが魅力です。

せっかくの留学、語学以外にも何かチャンレンジしてみたいというみなさんを応援するプログラム。留
学期間やそれぞれの興味に応じた選択が可能です。

開講校  

受講レベル 

開始日 

受講期間                　　

レッスン数            

時間数

クラス定員 

マルタ

全レベル

2016年5月2日～13日 / 9月26日～10月7日

2週間

20

15時間

最大 6名
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フランス語＆バイリンガルプログラム
世界有数のバイリンガル都市モントリオールでは、フランス語、英語、またはフランス語と英語とのバイ
リンガルコースの受講が可能です。

モントリオール・フランス語
留学の利点

・ 英語が通じる街なので、フランス語
初心者でも生活がしやすい。

・フランス留学よりも留学費用が抑
えやすい
・英語と組み合わせて学ぶことで、就
職の際などに更に有利にできる

フランス語コース
週20レッスンのコースでは、スピーキ
ングライティング、リスニング、グラマ
ーの全てをバランス良く身につけるコ
ア・フランス語を受講。週24、30レッス
ン受講の場合には、コア・フランス語
に加えて弱点克服のため、または自分
の興味に合った選択科目の中から選
んで受講します。

ビジネスフランス語
フランス語を就職や転職に生かした
いというみなさんのためのコース。中
級以上のレベルから受講可能で、実
際のビジネスの場で使われるフラン
ス語を、分野やシチュエーション別に
学びます。

長期留学生追加サポート
24週間以上の長期留学生には、個人チ
ューターサービスが付き、長期留学の
間の学習計画、定期的な学習相談、進
捗状況評価などが行われます。

バイリンガルプログラム
就職の際など、フランス語ができるだけ
でも利点にはなりますが、英語と両方で
きれば、その価値は何倍にもふくれあ
がります。２ヶ国語の組み合わせは自由
で、30レッスンの内の10レッスンをフラ
ンス語に、または英語にしたり、長期留
学の前半を英語、後半をフランス語とい
う様に組み合わせたりすることも可能
です。また組み合わせ方や変更のタイミ
ングが分からなくても大丈夫。コース開
始後でも様子を見ながら、学校の先生
と相談しながらの調整が可能です。 

英語・フランス語ホストファミリー
モントリオールでホームステイをする
場合には、ファミリーの使用言語を選ぶ
ことができます。まずはフランス語漬け
になりたい、または学校がフランス語メ
インなのでファミリーは英語ファミリー
にしたい等、自分の学習プランに合わ
せてリクエストしてください。

ジェネラル
フランス語

セミインテンシブ
フランス語

インテンシブ
フランス語

アカデミックイヤー
フランス語 ビジネスフランス語 DELF 試験対策 DALF試験対策 バイリンガル

プログラム

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

ビギナー～アッパーイ
ンターメディエイト アドバンス 全レベル

開始日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日 毎週月曜日 下記参照* 下記参照** 毎週月曜日

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

レッスン数 週20レッスン 週24レッスン 週30レッスン 週20, 24, 30レッスン 週30レッスン 
(20+ビジネス10) 週30レッスン 週30レッスン 週24,30レッスン

時間数 週15時間 週18時間 週22.5時間 週15, 18, 22.5時間 週22.5時間 週22.5時間 週22.5時間 週18, 22.5時間

*DELF試験対策: ビギナー～プレインターメディエイト/２月1日～26日

　　　　　　　インターメディエイト～アッパーインターメディエイト/1月4日～29日、２月1日～29日、4月2日～27日、5月2日～27日、7月4日～29日、9月5日～30日

**DALF試験対策: 4月4日～29日、8月1日～9月2日、11月1日～12月2日
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８～１３歳、１３歳～１７歳までの若い学生さんを対象に、その年齢にふさわしい授業内容＋アクティビテ
ィーで構成されたプログラムです。

ジュニアプログラム

・下段一覧のコース開催期間中、１週間からいつでも参加可能ですが、
  生活に慣れるための期間などを考えると、２～４週間程度の参加がお
  勧めです

・コースには一人でも申し込めますが、家族の方との親子留学も可能。
  (滞在先オプションがキャンパス寮のみの場合を除く）。一緒に過ごされる滞在
  先は短期滞在のアパートやホテルが一般的です。

※各校別プログラム詳細につい

ては、別冊のジュニアプログラム

パンフレット、ECウェブサイトを

ご覧いただくか、またはEC担当者

にお問い合わせください。

プログラム実施場所 参加可能年齢 実施期間 滞在先オプション

ロサンゼルス UCLA 10-17歳 6月25日 - 8月6日 UCLA大学寮

モントリオール Dawson College 12-17歳 6月25日 - 8月13日 ホームステイ

ロンドン St. Margaret’s School 13-17歳 7月02日 - 8月13日 ホームステイ
スクール寮

オックスフォード ECオックスフォード校 13-17歳 6月18日 - 8月20日 ホームステイ

ケンブリッジ Jesus College 13-17歳 6月18日 - 8月20日 ホームステイ
大学寮(7月2日～)

ブライトン University of Brighton 10-17歳 6月18日 - 8月20日 ホームステイ(13歳以上)
大学寮(7月2日～/10歳以上)

マルタ St. Martin’s College 8-13歳
13-17歳

3月12日 - 4月3日（13歳以上）
6月18日 - 8月28日(8-17歳)

ホームステイ/ホテル寮(13歳以上/夏のみ)
カレッジ寮(8-13歳/夏のみ)

サンプルプログラム / ロンドン校
午前 午後 夕方/夜

土 到着

日 レベル分けテスト & オリエンテーション マダムタッソー蝋人形館 自由行動

月 英語授業 EC Got Talent の準備 EC Got Talentナイト

火 ウェストミンスターツアー (バッキンガム宮殿・ビッグベン・ロンドンアイ観覧車) シネマナイト

水 英語授業 & プロジェクトワーク ダンスナイト

木 大英博物館 コベントガーデンマーケット 自由行動

金 英語授業 & プロジェクトワーク ショウ・ナイト

土 自由行動 / オプショナルケンブリッジ旅行 / カレッジ内アクティビティー

日 チームビルディングアクティビティー カムデンタウンマーケット 自由行動

月 英語授業 トレジャーハント サルサ & ズンバナイト

火 ウォーウィック城ツアー シネマナイト

水 英語授業 & プロジェクトワーク マジックナイト / サッカー

木 トラファルガースクウェア & 国立美術館 ピカデリーサーカス & オックスフォードサーカス 自由行動

金 英語授業 & プロジェクトワーク EC 卒業式 & ディスコ

土 出発 / 3週間以上受講生はオプショナルオックスフォード旅行

※左記はロンドン校のプログラム

例です。実際に催行される内容と

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

ホームステイ
現地の家庭に滞在しながら学校に通
うスタイル。食事や洗濯などの心配
をする必要もなく、ファミリーとの会
話も英語上達の大きな助けになりま
す。但し日本との違いを最も感じるこ
とが多いのもホームステイ。文化の
違いを学びに行く姿勢で、また自立
した生活を心がけた上での滞在が
大切です。

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

学生シェアハウス
＆アパート
1つのビル、または複数の建物に
2LDK～4LDK程度のアパートが入
り、1アパートをシェアする人同士でリ
ビングやキッチン、トイレ＆バスルー
ムなどを共用するタイプです。レジデ
ンスよりも小さな規模でのシェア生活
になります。

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

各校でご用意できる滞在先は異なり、また同じカテゴリー
の滞在先でも、詳細は異なります。詳しくはECウェブサイ
トでご確認いただくか、またはECまでお気軽にお問い合
わせください。
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ブリストルの学生シェアハウス マイアミ学生シェアアパート外観

マンチェスターの学生ワンルーム

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。 食事はハウスメートとの会話の良い機会

サンフランシスコレジデンスの寝室
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留学中の大きな楽しみの一つが学校アクティビティー。観光はもちろん、パーティーやスポーツなど、
海外生活ならではの、またその街ならではの体験が気軽に楽しめます。また何よりもアクティビティー
を通じて、教室で習った英語を実践、親しい友人を作れるのが魅力です。

ウェルカムイベント
• 朝食、ランチ、ディナーなど、新入生同士共に食

事をしながら、自然と打ち解けて行くことができ
ます。

• 学校周辺ウォークも、周辺情報を手に入れるだけ
でなく、何も分からない新入生同士親しくなる絶
好のチャンスです。

カルチャー
• ECのある街には世界遺産や、その街の歴史や文

化を知ることの出来る見どころがたくさん。
• 郊外日帰り旅行や、週末旅行なども豊富。となり

街やとなりの国の文化も楽しもう。

スポーツ
• サッカーやバレーボールなどのスポーツは、英

語は少々苦手でも、みんなでプレーを楽しむ内
に自然と仲良しになれる、便利なアクティビティ
ーです。

• ジム通いやヨガなど、大人数で集まらなくても、
仲良し同士で通ったり、ジムで見かける中でいつ
の間にか仲良しになっています。

• 大リーグ観戦やサッカー観戦も、ファン同士でみ
んなで出かければ盛り上がる！ 

グルメ
• エスニックディナーなどのグループディナー。出身国

の学生がいると更に話題に事欠きません。
• 各国フード持ち寄りのインターナショナルパーティ

ー。留学前は料理の練習も忘れずに(1?)
• ワイナリーツアーやブルワリーツアーで地元のお酒

を堪能

アート & ミュージック
• 絵画や音楽の趣味のレッスンなど。趣味を通じての

友達作りは、実は一番自然な方法です。
• 美術館や博物館もみんなで訪れるとそれぞれの反応

が面白いものです。特に無料開放の日はお勧めです。
• もはや世界の共通語、KARAOKE!

学び
• BBC見学などの企業見学。意外な有名企業が留学先

に見つかることもあるものです。
• ハーバード大学などの名門大学訪問ツアー。いつか

入学する日が無いとは言えません…。
• 帰国後の進路やキャリヤ相談

広がる体験・ECのアクティビティー
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ECのアクティビティーカレンダー例
ロサンゼルス校

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

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
1 2 3 4 5

ファーマーズマーケット
11:45–12:30pm

発音クリニック
 11-11:45/14:15-15

ビーチサッカー
14:00

ハッピーアワーの集い
5:30pm

ヴェニスビーチ・
フライデー

5:30pm
ライティングクリニック 

11-11:45/14:15-15

週末サンフランシスコ
ツアー$299～

週末ラスベガスツアー
$235～

ユニバーサル
スタジオツアー$135

ディズニーランドツアー
$135

6 7 8 9 10 11 12

新入生歓迎イベント

ホームワーククラブ
11-11:45/14:15-15

タコス・デー
 $5 / 12:00 - 2:00pm

リスニングクラブ
11-11:45/14:15-15

インスタグラム
コンテスト

発音クリニック
11-11:45/14:15-15

トワイライトコンサート
7:00pm 

カフェ会話 
11-11:45/14:15-15

ECムービー＆ピザナイト
$2  / 5:30pm

ライティングクリニック 
11-11:45/14:15-15

ハリウッドツアー
$50

カマリロアウトレット
ショッピングツアー$40

ユニバーサル
スタジオツアー$135

ディズニーランドツアー
$135

13 14 15 16 17 18 19

新入生歓迎イベント

ホームワーククラブ
11-11:45/14:15-15

サンタモニカ水族館
11:00am

リスニングクラブ
11-11:45/14:15-15

ECゲームナイト
5:30pm

発音クリニック
11-11:45/14:15-15

持寄りインターナショナル
フードパーティー

11:45am
 カフェ会話  

11-11:45/14:15-15

プールサイドムービー
8:00pm

ライティングクリニック 
11-11:45/14:15-15

週末ラスベガスツアー
$299～

カマリロアウトレット
ショッピングツアー$40

ユニバーサル
スタジオツアー$135

ディズニーランドツアー
$135

20 21 22 23 24 25 26

新入生歓迎イベント

ホームワーククラブ
11-11:45/14:15-15

サンタモニカ埠頭
パシフィックパーク

2:00pm
リスニングクラブ

11-11:45/14:15-15

ECビーチバレー
2:00pm—5pm 

発音クリニック
11-11:45/14:15-15

ヴェニスビーチ
サイクリング

11:45am $10～ 
カフェ会話 

11-11:45/14:15-15

週末サンディエゴツアー
$265～ 

ライティングクリニック 
11-11:45/14:15-15

シックスフラッグ遊園地
$100

マリロアウトレット
ショッピングツアー$40

ユニバーサル
スタジオツアー$135

ディズニーランドツアー
$135

27 28 29 30 31

新入生歓迎イベント 
パラノイアゲームウィーク

ホームワーククラブ
11-11:45/14:15-15

ドジャース観戦
$60

リスニングクラブ
11-11:45/14:15-15

SUSHIナイト
$5～ / 5:30pm

発音クリニック
11-11:45/14:15-15

ビーチサッカー
17:00pm

カフェ会話 
11-11:45/14:15-15

ECピクニック
11:30am

ライティングクリニック 
11-11:45/14:15-15

※当アクティビティーカレ
ンダーは、2015年に行わ
れていた内容から作成し
たサンプルです。実際の
内容や料金とは異なるこ
とがあります
※写真は全てイメー
ジです
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EC ニューヨーク

EC ボストン

EC ワシントン

EC マイアミ

EC モントリオール

EC トロント

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 

NY州立大学付設
フレドニア/オスウェゴ

自分に合った
街と学校を見つけよう
留学先を決める時に大事なことは、「良い」街や学校を求めることではなく、

「自分に合った」街と学校を探すこと。自分がやりたいこと、住みたい場所の
イメージなどから、自分に合った街とECを見つけてください。

都市型センター

19 校

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
オンキャンパス

2 校

ECのある国

5 カ国
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EC ケープタウン

EC マルタ

EC ブライトン

ECマンチェスター

ECケンブリッジ

EC ブリストル

EC オックスフォード

EC ロンドン  & 
EC ロンドン 30+ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1年の総在学生数

45,000 名

ECの2都市・2カ国留学システム

ECではアメリカの西海岸と東海岸やイギリ
スとマルタ等、どんな組み合わせでも可能
です。また最初の学校で勉強した記録は次
の学校に連絡され、使用する教育メソッド
も共通、学費の長期留学割引なども維持さ
れるので、新しい国、新しい街で勉強を続
けた時の無駄が少なく、スムーズに勉強が
続けられます。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
在校生の国籍

140 カ国
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アメリカ
留学と言えばアメリカ、というイメージがある
ほどの英語留学の定番国。映画やドラマで見た

「あの光景」が目の前に現れた時の感動は、や
はり忘れられないものとなるでしょう。広大な
国らしく西海岸と東海岸等、地域によっての特
徴も顕著なので、季節や目的に合わせた行き
先選びも大切です。また留学生向けの大学進
学制度が充実しているので、大学留学、カレッ
ジ留学を目指す方にもおすすめです。

ボストンl ニューヨークl ワシントンDC l サンデ
ィエゴl サンフランシスコl ロサンゼルスl マイ
アミl ニューヨーク州立大学オンキャンパス（フ
レドニア & オスウェゴ)

EC各校・国別ガイド
ECのある国や都市に「英語習得に向かない」場所はありません。み

なさんの望む生活スタイル、子供の頃からの漠然とした夢、特別な英

語コースの有無等、理由は何でも構いません。イメージをふくらませ

る中で、自分に合った留学先が必ず見つかるはずです。

空から眺める夕暮れ時のサンフランシスコ・ダウンタウン
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イギリス
何といってもここが英語の本場、イギリス。ブリティッ
シュアクセントに憧れる外国人は意外に多いもので
す。またヨーロッパから近いため、アメリカやカナダに
比べてヨーロッパ人留学生が多いのが特徴。留学中
や留学前後に、フランス旅行、イタリア旅行などを気
軽に組み込めるのも大きな魅力です。

ロンドンl ロンドン30+ l オックスフォードl 
ケンブリッジl ブライトンl ブリストルl マンチェスター

マルタ
地中海に浮かぶ小さな島国マルタ。英語とマルタ
語を公用語とし、中世の街並みとビーチリゾートが
同時に楽しめるヨーロッパ屈指のリゾート地です。
イギリスと同様ヨーロッパ旅行などを気軽に楽しめ
るのが魅力ですが、留学費用はイギリスに比べる
と約３分の2程度、治安の良い暮らしやすい国でも
あります。

セントジュリアン

南アフリカ
みんなとは違うユニークな留学先を探しているならこ
こ！サファリやハイキングなどの大自然が楽しめるの
はもちろん、モダンな街に生まれ変わったケープタウ
ンでは、グルメやアートなども充実しています。ヨーロ
ッパや南米、アフリカ諸国からの留学生の集まる学校
で、「新しいアフリカ」を感じてください。 

ケープタウン

カナダ
留学生に優しい国、カナダ。大自然に囲まれた美しい
国で、「世界の住みやすい街」に選ばれる都市が多い
のも納得です。ワーキングホリデービザが充実してい
て、日本からの留学生も多いので事前情報が集めや
すく、留学に不安を抱える学生さんにぜひお勧めで
す。 またくせのない分かりやすい英語を話す人が多
いのも人気の理由1つです。

モントリオールl トロントl バンクーバー
自然に恵まれたバンクーバーの海沿い

ロンドン・イーストエンドに旗めくユニオンジャック

街ごと世界遺産に指定されているマルタの首都ヴァレッタ

ケープタウンの風物詩、ペンギンのカップル
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ボストン校 
交通の便の良い落ち着いた学生の街。
現地大学生とのカンバセーション
パートナー制度がおすすめ

サンディエゴ校 
日本人の少ないカリフォルニア留学の
穴場。目の前に広がる海で、サーフィン
にも挑戦！

ワシントンD.C.校 
アメリカの首都で学ぶ英語。文化施設
の多い落ち着いた街並みで、社会人留
学にぴったりです

サンフランシスコ校 
交通の便が良く、美しく整備された街。
現地大学生と一緒に暮らせる学生寮
が人気です

マイアミ校
ヨーロッパ人に大人気のフロリダ留
学。日本人のほとんどいない、穴場の
留学先です。

ニューヨーク校 
タイムズスクエアのど真ん中、ニューヨ
ークを満喫するのに絶好の立地。学生
寮滞在も人気

ロサンゼルス校
治安＆交通の便の良いサンタモニカ
に立地。週末観光も充実の、絶対の人
気を誇る留学先です

NY州立大学併設校 
アメリカキャンパスライフの満喫でき
る学校。大学の授業聴講や、地域ボラ
ンティアへ参加も可能です。

USA

モントリオール校 
EC各校の中でも生徒満足度の高い学
校。仏・英2ヶ国語留ができ、日本人の
少ないカナダ留学の穴場です。

バンクーバー校 
専門学校を組み合わせた休学＆転職
留学がおすすめ。市内では日本人が少
ない学校としても知られています。

マルタ校 
ECの発祥地＆本校。地中海の美しい小
さな島国で、世界基準の英語教育が受
けられる、めずらしい学校です。

トロント校 
口コミで広まったTOEIC特別コースは
順番待ちも出る人気。30歳以上限定コ
ースもあります。

ケープタウン 校 
人とは違う留学先を探すならここ。ヨー
ロッパ人に人気の旅行＆留学先で、エ
キゾチックな体験を保証します。

CANADA

SOUTH AFRICA

EC各校・都市別ガイド

MALTA

SUNY The State University
of New York
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ロンドン30+校 
30歳以上限定のユニークな学校。アク
ティビティーも個別に運営、ビジネス
英語コースも充実しています。

ブリストル校
ロンドンから1.5時間、国際空港もある
南西部の中心都市ながら、留学費用を
抑えられる穴場留学先です。

ケンブリッジ校
同じく大学の街ながら、こぢんまりと可
愛らしい雰囲気の漂うケンブリッジ。し
っかり勉強したい人向けです。

オックスフォード校  
ロンドンから電車で1時間の大学の街。
これぞアカデミックな街並み、本物の
ハリーポッターの世界に会いに行こう！ 

ロンドン校 
パリ行き列車発着駅の目の前。午後の
みのコースは費用を抑えながらのロン
ドン生活を望む方向けです。

ブライトン校 
ロンドンから南に電車で1時間の海リ
ゾートの街。ベテランスタッフの揃った
手厚い学生サポートが自慢です。

UK

特徴別ECの選び方

マンチェスター校
ピーターラビットの湖水地方やリバプ
ールに近く、もちろんサッカーファンに
は見逃せない留学先です。

日本人率が低い - トップ10に入らない、その国で日本人率が低い
NY州立大学付設校、マイアミ、バンクーバー、モントリオール、
ケンブリッジ、ブリストル、マンチェスター校

在校生の国籍が豊か - 1年間の総在学生国籍数60カ国以上
ニューヨーク、ロサンゼルス、モントリオール、ロンドン、ケンブリッジ、
ブライトン、マルタ校

小規模校 - アットホームさが安心、平均在学生100名以下
ワシントンD.C、NY州立大学付設校、マンチェスター校

大規模校 - アクティビティーもコースも充実、平均在学生400名以上
トロント、マルタ校

社会人&大人向け - 落ち着いた街、又は30歳以上限定クラスあり
ワシントンD.C.、サンフランシスコ、トロント、ロンドン、ブライトン、
ケンブリッジ、マルタ校

初めての留学なら - 治安が良く日本人スタッフがいる
バンクーバー、トロント、マルタ校

長期留学向け - アカデミックな校風、物価が安目、コースが豊富
ボストン、バンクーバー、オックスフォード、ブリストル、マルタ校

短期留学も楽しい - 見所が多くアクセスが良い
ニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドン校

ビジネスコースに強い - グローバル人材育成プログラム実施
トロント、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ロンドン

試験対策に強い
バンクーバー、トロント、サンディエゴ、ロンドン、マルタ校

憧れのリゾート留学
マイアミ、サンディエゴ、ブライトン、マルタ校

有名大学都市・大学キャンパスで学ぶ
NY州立大学付設校、ボストン、ケンブリッジ、オックスフォード校

ユニークな留学先
モントリオール、ブリストル、マルタ、ケープタウン校
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EC ボストン
• 古き良きアメリカの趣と近代都市アメリカの魅
   力の調和した街
• ECは交通の便の良い街の中心部に位置
• 週末を利用してのニューヨーク旅行も可能

全教室
スマートボード

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

学生用キッチン

TOEFLテスト
センター 

開講コース (週レッスン数) 
一般英語 (20/24/30)
選択科目コース(例)
- ビジネス英語入門 (20+10)
- シティー体験英語 (20+10)
- アカデミック英語 (20+10)
アカデミック/ビジネスイヤー (24/30)
IELTS/TOEFL 試験対策 (24/30)
個人レッスン
キャリア英語実習

滞在先オプション
ホームステイ
学生シェアハウス・アパート
ゲストハウス
サマーレジデンス

国籍比率 年齢層データ

20% サウジアラビア

15% 韓国

10% コロンビア

9% ブラジル

3% ベネズエラ

3% トルコ

8% 日本

5% 中国

3% 台湾

24% その他 (59)

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

ECボストンはフェニエルホールとクインシーマーケットのちょうど間

• 長期留学生には現地大学生のカンバセーション
   パートナー紹介制度あり 
• 6ヶ月以上受講者には個人チューター制度あり 
• 北米大学進学制度が充実

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週4回

※学校別データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

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

スポーツ
本場大リーグレッドソックス試合観戦
ECサッカーチーム

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

アート＆ミュージック
ボストン交響楽団コンサート
ボストン市立美術館

学び
ハーバード大学＆MITキャンパスツアー

学校定員 

300 名  

new england
aquarium

boston
harbour

boston
harbour
cruises

christopher columbus
waterfront park

faneuil hall &
quincy market

old state house

freedom trail

state st station

norman b
levanthal park

government
center station

boston
common

frog
pond

cambridge st

beacon st

congress st

state st

cross st

FANEUIL HALL
MARKETPLACE

NORTH
END

EC 

Distance from EC

swan boats 2km

back bay 5km

harvard university 10km

salem 24km

cape cod 112km

martha’s vineyard 153km

�
←
�
↑
↓
↓

400 m
approx. 5 min walk

ちょっとしたランチも買いに行けるマーケット

大学進学を目指す学生も多い 自然の光に恵まれた教室と廊下

近くの公園でリラックス自習に最適、学生ラウンジ&図書室

教室数 

21 室  
学生用PC 

35 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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無料WiFi

自習室

学生ラウンジ

ECニューヨーク 

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/24/30)
選択科目コース(例)
- 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/ビジネスイヤー (24/30)
ケンブリッジ 試験対策 (30)
TOEFL 試験対策 (30)
個人レッスン
キャリア英語実習
グローバル人材育成プログラム (20+10)
英語＋：ダンス

滞在先オプション
ホームステイ
マンハッタンホームステイ
学生レジデンス
サマーレジデンス

図書室

学校を出るとすぐに広がる光景

全教室
スマートボード

19% 日本

15% ブラジル

15% 韓国

8% スイス

4% コロンビア

4% 台湾

5% フランス

4% イタリア

4% サウジアラビア

22% その他 (60)

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

国籍比率 年齢層データ

• 年齢や国籍を問わず、幅広い人気を誇る街
• ニューヨークの象徴、タイムズスクエアに立地
• 高層ビルのスタイリッシュな学校に通学。
   ニューヨーカー気分が満喫できる

• グローバル人材育成コース実施校
• 特別選択科目、デジタルストーリー制作が人気 
• NYフィルムアカデミーでの短期プログラムあり

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週２回

※学校j別データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

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

スポーツ
本場大リーグ試合観戦
屋内ロッククライミング

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

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

学び
アーミッシュビレッジ訪問で文化体験
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empire state
building

macy’s

radio city

grand central
station

bryant
park

rockefeller
centre

carnegie hall

bloomingdale’s
tiffany & co.

THEATRE
DISTRICT

HELL’S
KITCHEN

GARMENT
DISTRICT

CHELSEA

TIMES
SQUARE

central
parkhudson

river

br
oa

dw
ay

br
oa
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ay

EC 

650 m
approx. 8 min walk

Distance from EC

soho 4km

east village 5km

brooklyn bridge 5.5km

statue of liberty 8km

£
↓
↓
£

The Lion King

Chicago

Wicked

Jersey Boys

授業中は真剣に

ニューヨーカーに溶け込む学生 ECの入る建物。地下鉄駅から徒歩2分

休み時間は交流の場に教室に囲まれたラウンジスペース

学校定員 

228 名  
教室数 

16 室  
学生用PC 

23 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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EC ワシントンDC

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/24/30)
選択科目コース(例)
- 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/ビジネスイヤー (24/30)
TOEFL 試験対策 (24/30)
個人レッスン
キャリア英語実習

滞在先オプション
ホームステイ
学生レジデンス

無料WiFi

自習室

アメリカの象徴ホワイトハウスは、ECからたったの数ブロック先

全教室
スマートボード

20% コロンビア

19% サウジアラビア

18% ブラジル

9% ベネズエラ

3% ロシア

3% タイ

8% トルコ

4% スペイン

1% フランス

15% その他 (06)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

• アメリカを代表する建物の多いアメリカの首都
• 社会人や、落ち着いて勉強したい人におすすめ
• ホワイトハウスから徒歩10分、高級感あふれる
   エリアに立地

• 最低受入年齢18歳の落ち着いた雰囲気の学校
• 2015年オープンのフレッシュできれいな学校
• 校長先生は日本で英語を教えていたこともある
   大の親日家

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
週１回以上

日本語スタッフ

※日本語スタッフは不在のことがあります。学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。

学生ラウンジ
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

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

スポーツ
大リーグ試合観戦

グルメ
• 名物カニ料理を堪能

アート＆ミュージック
• ナショナルギャラリー
• ヒルウッドミュージーアム
• 海兵隊&空軍バンドコンサート

学び
• 国立公文書館

federal trianglethe eclipse

the white house

constitution ave

the world 
bank

vietnam veterans’ memorial

george 
washington 
university

international spy museum

federal bureau of investigation

washington monument national mall
united 
states 
capitollincoln memorial

west potomac park

john f kennedy centre
for the performing arts

tidal basin

potomac river

foggy bottom

k st nw

connecticut ave nw

new york avenue nw

smithsonian museums

independence ave

pennsylvania ave

EC 

2 km
approx. 20 min walk

Distance from EC

Washington National Cathedral 5km

National Zoo 3.7km

Meridian Hill Park 3km

Rock Creek Park 3.3km

Dupont Freshfarm Market 1.6km

ECワシントン校の入る建物は地下鉄駅の目の前

みんなの憩いの場、学生ラウンジ 2015年オープンの新しくきれいな学校

一度は会いに行きたいアメリカ初代大統領、リンカーン！ワシントンデザインの教室

学校定員 

165 名  
教室数 

11 室  
学生用PC 

25 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

18 歳  
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ECサンフランシスコ

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/24/30)
選択科目コース(例)
- 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/ビジネスイヤー (24/30)
ケンブリッジ 試験対策 (30)
TOEFL 試験対策 (30)
個人レッスン
キャリア英語実習
グローバル人材育成プログラム (20+10)

滞在先オプション
ホームステイ
学生レジデンス

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

建物内カフェ

サンフランシスコのスカイライン

全教室
スマートボード

18% サウジアラビア

18% 韓国

15% ブラジル

11% 日本

4% コロンビア

4% フランス

5% スイス

4% 台湾

3% スペイン

18% その他 (39)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

• 洗練された都会、交通の便が良いのも魅力
• ヨセミテ国立公園等、大自然へのアクセス抜群
• 落ち着いたビジネス街にあり、社会人留学にも
  おすすめ

• ECグローバル人材育成プログラム実施校
• 現地大学生と生活する学生レジデンスが人気
• カリフォルニア大学サンタクルーズ校の専門課
   程(9ヶ月)への進学が可能

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週4回

※学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

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

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

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

アート＆ミュージック
• サンフランシスコ近代美術館

Distance from EC

coit tower 1.5km

fisherman’s wharf 2km

lombard street 2km

mission dolores park 4km

alcatraz 5km

golden gate bridge 8km

↑
↑
�
�
�
�

yerba buena
gardens

museum of 
modern art

ferry building
marketplace

cable car
route

cable car 
route

oakland bay
bridge

CHINATOWN FINANCIAL
DISTRICT

UNION SQUARE
SHOPPING DISTRICT

market st

m
ontgom

ery st

pine st
bush st

geary st

mission st

fo
lsom st

the  embarcadero 

400 m
approx. 5 min walk

EC 

情報収集の場にもなる学生ラウンジ

落ち着いたビジネス街に位置する学校 みんなで出かけるサンフランシスコの象徴、ゴールデンゲートブリッジ

最新設備の教室「フルハウス」で有名なパインテッドレディーズ地区

学校定員 

219 名  
教室数 

15 室  
学生用PC 

23 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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EC サンディエゴ

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/24/30)
選択科目コース(例)
- ビジネス英語入門 (20+10)
- シティー体験英語 (20+10)
- アカデミック英語 (20+10)
アカデミック/ビジネスイヤー (24/30)
ケンブリッジ 試験対策 (30)
TOEFL 試験対策 (30)
個人レッスン
キャリア英語実習
英語＋：サーフィン

滞在先オプション
ホームステイ
学生シェアハウス・アパート

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

シービューテラス

学校すぐ近くの公園から臨む夕日

17% サウジアラビア

17% ブラジル

13% スイス

11% 韓国

2% トルコ

2% ドイツ

9% 日本

2% イタリア

2% スペイン

25% その他 (41)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

• カリフォルニアの温暖な気候に恵まれた街
• 日本人少な目、カリフォルニア留学の穴場
• ECは地元の人も憧れる、ラ・ホヤ地域に立地

• ブール付コンドミニアム寮が人気
• 英語＋サーフィンコースあり
• 学校アクティビティーとしてのボランティア参加
 

 

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週２回

※学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

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

スポーツ
• ECサッカーチームに参加
• 体験サーフィン

グルメ
• 国境にも近く、メキシコ料理店が豊富

アート＆ミュージック
• ダウンタウン歴史地域でのフェスティバル

学び
• 地元施設でのボランティアディナー参加
• 海岸クリーニングボランティア参加

Distance from EC

pacific beach seafront 7km

torrey pines golf course 9km

seaworld 15km

gaslamp quarter 22km

balboa park 24km

mexico 49km

los angeles 180km

↓
↑
↓
↓
�
�
↑

EC 

museum of 
contemporary art

seal
watching

the wall street
plaza shopping centre

athenaeum 
music & arts library

la jolla
country park

la jolla
community park

prospect st

to
rrey

 pines
 rd

pearl st

girard ave

coast blvd

la jolla cove la jolla
shores

coast walk
trailprospect pl

400 m
approx. 5 min walk

明るい教室

おしゃべりにも花が咲く室内ラウンジ 何でも聞きに行けるレセプション

レンガ造りのEC入り口ラ・ホヤの入り江

学校定員 

227 名  
教室数 

19 室  
学生用PC 

22 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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EC ロサンゼルス - サンタモニカ

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/24/30)
選択科目コース(例)
- ビジネス英語入門 (20+10)
- シティー体験英語 (20+10)
- アカデミック英語 (20+10)
アカデミック/ビジネスイヤー (24/30)
ケンブリッジ 試験対策 (30)
TOEFL 試験対策 (30)
個人レッスン
キャリア英語実習
グローバル人材育成プログラム (20+10)

滞在先オプション
ホームステイ
学生シェアハウス・アパート

無料WiFi

日本語スタッフ

図書室

自習室

学生ラウンジ

砂浜のビーチまで徒歩5分

全教室
スマートボード

18% 日本

17% サウジアラビア

16% ブラジル

12% スイス

3% ロシア

3% イタリア

7% 韓国

4% トルコ

2% フランス

17% その他 (51)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

• 治安に恵まれ交通の便も良いサンタモニカ
• お洒落なショップやビーチに近い絶好の立地
• ディズニーランドやハリウッド等、観光重視派の
   方にもおすすめ

• グローバル人材育成プログラム実施校
• 日本語可能なスタッフが常駐
• プール付コンドミニアム寮が人気

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週4回

※日本語スタッフは不在のことがあります。学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
• ビバリーヒルズツアー
• サンタモニカ埠頭ウォーキングツアー 
• アウトレットモールショッピング
• 週末ディズニーランド&ユニバーサルスタジオ
• 週末ラスベガスツアー

スポーツ
• ECビーチバレー
• ビーチサイクリング
• 大リーグドジャース観戦

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

アート＆ミュージック
• ゲッティーセンター美術館
• ノートンサイモン美術館

学び
• UCLAツアー

santa monica
pier

santa monica
beach

santa monica place
shopping complex

palisades
park

pacific
park muscle

beach

3 rd street

lincoln blvd

ocean ave

pacific coast highway

wilshire blvd

santa
 monica blvd

colo
rado avebroadway

santa monica freeway

EC 

400 m
approx. 5 min walk

Distance from EC

venice beach 4km

beverly hills 11km

hollywood          
walk of fame 19km

↓
�
�

3RD STREET
PROMENADE

休み時間ににぎわう学生ラウンジ

ショッピングのメッカ、3rd Street プロムナード バス停も目の前、ECロサンゼルス校

これぞアメリカ、大リーグ観戦楽しく活発な授業

学校定員 

330 名  
教室数 

22 室  
学生用PC 

30 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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ECマイアミ - サウスビーチ

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/24/30)
選択科目コース(例)
- 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/ビジネスイヤー (24/30)
ケンブリッジ 試験対策 (30)
個人レッスン
キャリア英語実習

滞在先オプション
ホームステイ
学生ワンルーム
学生シェアハウス・アパート

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

真っ白な砂浜のサウスビーチまで徒歩5分

全教室
スマートボード

29% スイス

13% ブラジル

9% サウジアラビア

8% イタリア

4% ドイツ

4% トルコ

7% ロシア

5% ベネズエラ

4% フランス

17% その他 (38)

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

国籍比率 年齢層データ

• 冬がベストシーズン、ヨーロッパ人に人気で
  アジア&日本人の少ないアメリカ留学の穴場
• ビーチが大好き、勉強も遊びも満喫したい方に
• ECは治安に恵まれたサウスビーチ市に立地

• ブール付コンドミニアム寮が人気
• ケンブリッジ英検試験対策コースが充実
• 日本語の流暢な校長先生がいる

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週3回

日本語スタッフ

※日本語スタッフは不在のことがあります。学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

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

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

グルメ
• ECビーチバーベキュー
• キューバ料理

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

学び
• コミュニティーサービスデー

espaniola way

miami beach
botanical garden

bass museum
of art

the fillmore miami beach
at the gleason theatre

south
beach

ocean
drive

flamingo
park & pool

17th st

15th street

alton rd

dade blvd

w
ashington ave

collins ave

lincoln road mallEC 

Distance from EC

art deco district 1km

south pointe park 3.5km

key largo at florida keys 117km

everglades 140km

↓
↓
↓
←

400 m
approx. 5 min walk

明るく開放的な教室と廊下

笑顔の絶えない教室 メインストリートのリンカーンロードに位置するEC

カフェ会話中の学生ラウンジクラスメートとビーチ散策

学校定員 

207 名  
教室数 

14 室  
学生用PC 

13 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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ニューヨーク州立大学 
フレドニア&オスウェゴ

大学カフェテリア

大学学生サービス

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

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

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

全教室
スマートボード

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週２回 開講コース(週レッスン数)

一般英語・大学進学英語(20/30)
GRE 試験対策
大学進学サポート

滞在先オプション
大学寮

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

SUNY The State University
of New York

キャンパスに暮らし、キャンバスで学ぶ留学
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ECフレドニア校

• バッファローから車で約50分、学生数約5,400名のキャンパス

• ニューヨーク州立大学内でも評判の高い音楽・芸術系の学部が
あり、1,200席を誇る校内アートセンターでは毎年170以上の音
楽イベントや展示会が開かれている

• 大学内に地域貢献やボランティア活動への参加を促すオフィ
スがあり、様々な種類のボランティア紹介、マッチングが行われ
ている

• 周辺に大きな街がない分、キャンパス内での行事や活動が盛
ん。しっかり勉強しながら、余暇にはスポーツや大学のイベント
を楽しみたい大学生向け

1

3
4

7

5
6 8

9

2

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

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

8. SHINEMAN CENTER FOR SCIENCE,    
     ENGINEERING, AND INNOVATION

 LAKESIDE DINING HALL

lake ontario

glimmerglass
lagoon

southwest
athletic

fields

rudolph rd. rudolph rd.

washington blvd.

sh
el

do
n 

av
e.

gre
gory

 st
.

draper
 st

.

bayl
is 

st.

fr
anklin

 ave.

iroquois trail

west end ave.

sw
ee

t r
d.

route 104
new street

main entrance

ECオスウェゴ校

• シラキュースから車で45分、総学生数約8,000名のキャンパス

• 大学テレビ局やスポーツ、趣味など150を超える学生サークルが
あり、ECの学生も参加可能。 

• 広大な湖に面した絶好のロケーション。自然に恵まれているの
で、四季を通じて様々なアウトドアスポーツが楽しめる。オンタリ
オ湖に沈む夕日は絶景

• 陸上競技、ラクロス、野球、テニス、ゴルフ、アイスホッケー、サッ
カー等、スポーツ施設が充実。図書館などと合わせ、現地大学生
と同じキャンパス施設が利用可能

2

1

3
4

5

6

7

8

9

10

11

RUNNING TRACK

RIN
G ROAD

CENTRAL AVENUE

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

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

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

コース受講期間 

4 週間以上 
学校定員

45 名  
教室数 

3 室  
学生用PC 

20 台                                             
受入最低年齢 

17 歳  
平均クラス人数

13 名                                            
(最大17名)  

様々なスポーツ施設が利用可能 緑溢れる広大なキャンパス
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ECモントリオール

開講コース(週レッスン数)
一般英語/フランス語(20/24/30)
バイリンガル (24/30)
選択科目コース(例)
- ビジネス英語/フランス語入門 (20+10)
- シティー体験英語 (20+10)
英語/フランス語アカデミックイヤー (20/24/30)
Higher Score® IELTS (20)
個人レッスン
DELF/DALF 試験対策 (20+10)
英語/フランス語+料理コース
ファームステイ
チャリティーボランティアプログラム

滞在先オプション
ホームステイ
学生シェアハウス・アパート 
学生ワンルーム

無料WiFi

自習室

学生ラウンジ

建物内フードコート

学生キッチン

formerly
known as
LSC

モントリオール のスカイライン

全教室
スマートボード

15% ブラジル

12% コロンビア

10% ベネズエラ

9% サウジアラビア

7% スイス

6% メキシコ 

9% 韓国

7% 日本

4% ドイツ

21% その他 (53)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

• パリの街角のような街並みと、近代カナダの
   調和した美しい街並み
• 英語もフランス語も学べるバイリンガル都市
• 日本人の少ないカナダ留学の穴場

• ホストファミリーは使用言語リクエストが可能
• 日本語スタッフ常駐
• 英語/フランス語＋料理コースあり

日本語スタッフ

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週２回

※日本語スタッフは不在のことがあります。学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

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

スポーツ
• マウントロイヤル・ハイキング
• ECボウリング大会

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

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

学び
• 料理教室

montreal canadiens
hall of fame

central
station

scotia bank movie theatre &
start of the underground city

le faubourg
mall

museum
of fine arts

canadian centre
for architecture

mont
royal

guy st

crescent st

peel st

sa
in

t c
at

her
in

e s
t w

de m
aiso

nneu
ve b

lv
d

re
ne l

ev
es

que b
lv

d

sa
int a

nto
ine s

t w
sa

in
t j

ac
ques

 st
 

sh
er

br
ooke

 st
 w

pin
e a

ve
 w

MUSEUM
QUARTER

PLACE
DES ARTS

CHINESE
QUARTER

dr p
en

fie
ld

 ave

400 m
approx. 5 min walk

EC 

Distance from EC

notre dame basilica 2.8km

old montreal 2.5km

la ronde amusement park  7.4 km

�
�
�

マウントロイヤルからの眺め

学生ラウンジ モントリオール旧市街

明るく広々した教室フードコートも入る学校建物

学校定員 

290 名  
教室数 

23 室  
学生用PC 

10 台  
平均クラス人数 

12 名                                            
(最大15名)  

受入最低年齢 

16 歳  
Higher Score人数

16 名                                            
(最大18名)  
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ECトロント

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/24/30)
選択科目コース(例)
- ビジネス英語入門 (20+10)
- シティー体験英語 (20+10)
- アカデミック英語 (20+10)
アカデミック/ビジネスイヤー (20/24/30)
ケンブリッジ 試験対策 (30)
Higher Score® IELTS/TOEFL/TOEIC (20/24/30)
個人レッスン
グローバル人材育成プログラム (30)
ファームステイ
チャリティーボランティアプログラム

滞在先オプション
ホームステイ
学生シェアハウス・アパート
サマーレジデンス

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

建物内カフェ

学生キッチン

ケンブリッジ, IELTS, TOEFL, 
TOEIC テストセンター

formerly
known as
LSC

UNDER THE AUSPICES OF CONESTOGA
COLLEGE IELTS TEST CENTRE

トロントのスカイライン

全教室
スマートボード

18% 韓国

16% 日本

15% サウジアラビア

14% ブラジル

4% スイス

4% メキシコ 

4% コロンビア

4% ベネズエラ

3% 台湾

18% その他 (47)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

• カナダ経済の中心地、カナダ最大の都市
• メトロポリタン&都会派の学生に人気
• ECはトロントのアップタウン、便利で落ち着いた
  エリアに位置

• 30歳以上限定コースあり
• グローバル人材育成プログラム実施
• Ever Green Collegeでの修了書プログラムコー
  スに転校できる

日本語スタッフ

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週5回

※日本語スタッフは不在のことがあります。学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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授業までの時間、学校前でおしゃべり

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

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

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

グルメ
• 地ビール工場見学＆テイスティング

アート＆ミュージック
• ロイヤルオンタリオ美術館

eglinton ave w

yonge st

st clair ave w

bloor st

dupont st

eglinton
park

kensington
market

yonge & eglinton
subway

casa
loma

don valley
brickworks park

GREEK TOWN

town inn
suites

AGOROM

LITTLE ITALY

THE ANNEX

DISTILLERY
DISTRICT

LESLIEVILLE

eaton 
centre

don valley pkw
y

allen rd

EC

2 km
approx. 20 min walk

Distance from EC

cn tower 8km

beaches park 14km

canada’s wonderland 28km

niagara falls 140km

↓
�
�
�

絶景ナイアガラの滝 気軽におしゃべりが楽しめるラウンジ

CNタワーからの眺め明るく広々した教室

プレ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レベルの一般英語の
クラスは、30歳以上、30歳未満の学生で、
クラスが別々に編成されています。

学校定員 

435 名  
教室数 

30 室  
学生用PC 

45 台 

平均クラス人数 

13 名                                            
(最大15名)  

受入最低年齢 

16 歳  
Higher Score人数

16 名                                            
(最大18名)  
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ECバンクーバー

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/24/30)
選択科目コース(例)
- ビジネス英語入門 (20+10)
- シティー体験英語 (20+10)
- アカデミック英語 (20+10)
アカデミック/ビジネスイヤー (20/24/30)
ケンブリッジ 試験対策 (30)
Higher Score® IELTS/TOEFL/TOEIC (20)
個人レッスン
ファームステイ
チャリティーボランティアプログラム

滞在先オプション
ホームステイ
レジデンス
学生アパート

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

学生キッチン

ケンブリッジ英検
テストセンター

formerly
known as
LSC

海と緑に囲まれた美しいバンクーバーの景色

全教室
スマートボード

20% 韓国

19% ブラジル

13% スイス

9% 日本

4% メキシコ 

4% 台湾

8% サウジアラビア

5% コロンビア

2% ドイツ

16% その他 (29)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

• 住みやすい街ランキングの常連都市
• 初めての留学、安心して過ごしたい学生に人気
• ECはヨーロッパ発祥の学校らしく、日本人率が
   低め

• 日本語スタッフ常駐
• TOEICに特化した特殊試験対策コースが人気
• Sptrott Show Collegeでの3ヶ月修了書プロ
  グラムコースに転校できる

日本語スタッフ

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週4回

※日本語スタッフは不在のことがあります。学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

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

スポーツ
• やっぱりカナダ、アイスホッケー観戦
• ECサッカーチーム参加
• セイリング
• カヤッキング

グルメ
• ECパブナイト
• 移民の国で楽しむ世界各国料理

アート＆ミュージック
• バンクーバー美術館

howe st

granville st

burrard st

seymour st dunsmuir st

robson st

w hastings st

cordova st

w georgia st

GASTOWN

CHINATOWN

ROBSON
STREET

art gallery

steam
clock

portside
park

harbour
centre

seabus
terminal

canada
place

olympic
cauldron

pacific centre

orpheum
theatre

robson
square

chinese
garden400 m

approx. 5 min walk

Distance from EC

granville island 3km

stanley park 3km

whistler 120km

�
�
↑

EC 

電子レンジや自動販売機もあるラウンジ

学生用PCで一緒に調べもの バンクーバーのスカイラインを背景にリラックス

地下鉄駅からすぐ活気のある授業

学校定員 

290 名  
教室数 

23 室  
学生用PC 

10 台  
平均クラス人数 

12 名                                            
(最大15名)  

受入最低年齢 

16 歳  
Higher Score人数

16 名                                            
(最大18名)  
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EC ロンドン

開講コース(週レッスン数)
一般英語* (20/30)
選択科目コース(例)
- 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/ビジネスイヤー* (20/30)
ケンブリッジ 試験対策 (20/30)
IELTS 試験対策* (30)
個人レッスン
グローバル人材育成プログラム (30)
*午後のみのクラス選択可

滞在先オプション
ホームステイ
学生シェアハウス・アパート
学生レジデンス 
サマーレジデンス

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

建物内カフェ

テムズ川と大観覧車ロンドン・アイ

全教室
スマートボード

14% 韓国

10% ブラジル

9% 日本

7% フランス

5% スイス

4% コロンビア

6% イタリア

6% トルコ

4% パナマ

35% その他 (69)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

• 国籍、年齢を問わず人気の高い都市
• 勉強も観光も楽しみたい学生向け
• ECのあるユーストン駅はパリ行き列車も発着
  するロンドンの交通の要所で便利

• グローバル人材育成プログラム実施校
• 一般英語は29歳以下の同年代同士で学べる
• 授業が午後のみに行われる割安コースあり。
   授業内容は一般コースと同一です

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週8回

※学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
• 入場料は無料、大英博物館
• 『切り裂きジャック』ウォーキングツアー
• ハロッズでのショッピング
• ハリーポッターバスツアー
• 週末パリ／アムステルダムツアー

スポーツ
• ECバドミントントーナメント
• ECサッカーチーム参加

グルメ
• ECインターナショナルディナークラブ
• 先生&学校スタッフと出かけるパブナイト

アート＆ミュージック
• 本場ミュージカル観劇
• テート・モダン現代美術館

euston

russell
square

king’s cross
station & shopping

the brunswick
shopping centre

st pancras
station

leicester
square

oxford
circus

british
museum

oxford street

st paul’s
cathedral

regent’s
park

river thames

WEST END

COVENT
GARDEN

SOHO

eversholt st

tottenham court rd

regent st

euston rd

holborn

king ’s cross rd

high holborn

From EC by underground

camden town 9 min

piccadilly circus 14 min

buckingham palace 18 min

london eye 22 min

brick lane 22 min

↑
�
↓
↓
→

EC

charlotte st

500 m

approx. 6 min walk

校舎は駅の目の前徒歩１分

少人数のクラス 開放的な学生ラウンジ

カムデンマーケットでのショッピング資料も充実の自習室

学校定員 

336 名  
教室数 

12 室  
学生用PC 

16 台  
平均クラス人数 

11 名(最大14名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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EC ロンドン 30+ 

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/30)
選択科目コース(例)
- ビジネス英語入門 (20+10)
- シティー体験英語 (20+10)
ビジネス英語 (30/アッパーインターメディエイト以上)
個人レッスン
グローバル人材育成プログラム (20+10)

滞在先オプション
ホームステイ
学生レジデンス
学生シェアハウス・アパート
学生ワンルーム

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

建物内カフェ

全教室
スマートボード

放課後にウェストエンドを散策

15% ブラジル

12% イタリア

10% スイス

10% フランス

4% 日本

3% コロンビア

8% スペイン

7% ドイツ

3% ロシア

28% その他 (49)

国籍比率 年齢層データ

30-35

36-40

50+41-45

46-50

• 30歳以上限定のユニークな学校
• ロンドン一人暮らしが楽しめる、大人向けアパ
   ート寮滞在がおすすめ
• ECのあるユーストン駅はパリ行き列車も発着
  するロンドンの交通の要所で便利

• グローバル人材育成プログラム実施校
• アクティビティーも大人向けのものを実施
• 一部コースはECロンドン校との組み合わせ可

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週4回

※学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
• ゆっくり楽しめる大英博物館
• ハロッズでのショッピング
• マダムタッソー蝋人形館
• イギリス各都市週末ツアー

スポーツ
• EC30+サッカーチーム参加
  Under30チームとの対戦も
• 本場スポーツパブで試合観戦

グルメ
• ECインターナショナルディナークラブ
• ケンジントンでのアフタヌーンティー

アート＆ミュージック
• 本場ミュージカル観劇
• ロンドン市内美術館巡り

学び
• 大英図書館主催無料レクチャー

euston

russell
square

king’s cross
station & shopping

the brunswick
shopping centre

st pancras
station

leicester
square

oxford
circus

british
museum

oxford street

st paul’s
cathedral

regent’s
park

river thames

WEST END

COVENT
GARDEN

SOHO

eversholt st

tottenham court rd

regent st

euston rd

holborn

king ’s cross rd

high holborn

From EC by underground

camden town 9 min

piccadilly circus 14 min

buckingham palace 18 min

london eye 22 min

brick lane 22 min

↑
�
↓
↓
→

EC

charlotte st

500 m

approx. 6 min walk

便利＆お洒落な建物内カフェ。朝の会話クラブも

トラファルガースクェアで一休み 有名な作家をモチーフにデザインされた教室

ロンドン名物2階建てバス話も弾む同年代同士での授業

学校定員 

300 名  
教室数 

21 室  
学生用PC 

35 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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EC オックスフォード

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/30)
選択科目コース(例)
- 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/ビジネスイヤー (20/30)
ケンブリッジ 試験対策 (20/30)
IELTS 試験対策 (30)
個人レッスン

滞在先オプション
ホームステイ
学生ワンルーム
サマーレジデンス

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

学生キッチン

街中に点在するオックスフォード大学群

全教室
スマートボード

14% 韓国

11% リビア

10% タイ

9% コロンビア

7% ブラジル

6% トルコ

8% 日本

8% スイス

4% スペイン

23% その他 (39)

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

国籍比率 年齢層データ

• 歴史ある学園都市の街並みを通って通学
• 緑あふれる公園、川沿いでの散策でリラックス
• 映画ハリーポッターのモデルになった建物が
  多く、ハリーポッターファンには訪問必須の街

• しっかりと学びたい長期留学生の多い学校
• オックスフォード大学での無料レクチャーに
   参加ができる
• 電車で1時間、ロンドン週末観光も可能

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週２回

※学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
• オックスフォード大学巡り
• 大学植物園や博物館
• 川下りパンティング
• ハリーポッター・スタジオツアー
• 郊外アウトレットショッピング

スポーツ
• ECサッカーチーム参加
• インドアスキー&スノーボード

グルメ
• 英国伝統パブ巡り

アート＆ミュージック
• オックスフォード現代美術館

学び
• オックスフォード大学見学

EC 

worcester
college lake

covered market &
clarendon centre

oxford
botanic gardencorpus christi

college

central
library

bodleian
library

odeon
cinema

mansfield
college

pitt rivers
museum

university
college

magdalen
college

oxford university museum
of natural history

museum of history
of science

ashmolean museum
of art & archaeology

radcliffe
camera

christ church
college

trinity
college

oxford university
press

balliol
college

high st

queen st

park end st

beaumont st

oxford
station

From EC

oxford university parks
13 min walk

london
1 hr by train

�
←

300 m
approx. 2½ min walk

みんなの憩いの場学生ラウンジ

最新設備の教室 川面に並ぶ色鮮やかなボート

自習にも使えるPCエリアとんがり屋根のECの建物

学校定員 

204 名  
教室数 

15 室  
学生用PC 

17 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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EC ケンブリッジ

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/30)
選択科目コース(例)
- 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/ビジネスイヤー (20/30)
ケンブリッジ 試験対策 (20/30)
IELTS 試験対策 (30)
個人レッスン

滞在先オプション
ホームステイ
学生シェアハウス
レジデンス
サマーレジデンス

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

美しい建造物の建ち並ぶ街並み

全教室
スマートボード

9% 韓国

9% リビア

8% トルコ

8% イタリア

5% ブラジル

5% フランス

7% スイス

6% スペイン

5% コロンビア

38% その他 (60)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

• オックスフォードと双璧を成す学園都市
• 可愛らしくこぢんまりとした街並み
• ECは市内中心部にある数少ない英語学校の
 １つ。通学や放課後の観光に便利

• しっかりと落ち着いて勉強したい学生向け
• ケンブリッジ大学での無料レクチャーに参加
   ができる
• 電車で1時間、ロンドン週末観光も可能

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週3回

※学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベントト

カルチャー&レジャー
• 聖ジョーンズカレッジ訪問
• キングスカレッジ訪問
• ケム川でのパンティング
• ボタニック庭園見学
• 週末ロンドン/オックスフォードツアー

スポーツ
• ECサッカーチーム参加
• プレミアムリーグ観戦

グルメ
• 英国伝統パブ巡り

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

学び
• ケンブリッジ大学見学

great
court

saint john’s
college

sidney st

jesus ln

king st

m arket st

↓
 ↓
↓

ri
ve

r 
ca

m ki
n

g’
s p

ar
ad

e

200 m

approx. 2½ min walk

From EC

fitzwilliam museum
8 min on foot

cambridge university
botanic garden

17 min on foot

london
40 min by train

EC 

queen’s
college

king’s
college

jesus
college

christ’s pieces
park

THE BACKS

adc
theatre

parker’s piece 
park

cambridge
arts theatre

christ’s
college

grand arcade
shopping centre

jesus ln

king st

From EC

fitzwilliam museum
20 min on foot

cambridge university
botanic garden

24 min on foot

london
40 min by train

ki
ng

’s 
pa

ra
de

the grafton 
centre

parkside

ea
st

 ro
ad

mumford 
theatre

anglia ruskin 
university

newmarket road

キングスカレッジのチャペル

会話の弾む教室 ケム川のパンティング

ホームワーククラブ学校を出てすぐに観光に出かけられる立地

学校定員 

203 名  
教室数 

14 室  
学生用PC 

20 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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ECブライトン

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/30)
選択科目コース(例)
-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/ビジネスイヤー (20/30)
ケンブリッジ 試験対策 (20/30)
IELTS 試験対策 (30)
個人レッスン

滞在先オプション
ホームステイ
学生シェアハウス
レジデンス
学生ワンルーム
サマーレジデンス

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

街の象徴、ブライトン埠頭をバックにお散歩

全教室
スマートボード

16% 韓国

11% スイス

8% リビア

6% トルコ

5% ブラジル

5% コロンビア

6% サウジアラビア

5% イタリア

4% 日本

34% その他 (59)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

• 白亜の瀟洒な建物の並ぶイギリスのリゾート地
• スタイリッシュなカフェやバーなども充実
• ECはブライトン埠頭のすぐそば、海辺まで１ブ
  ロックの好立地。ビーチで授業を行うことも

• シービューのEC学生専用シェアハウスあり
• 勤続年数の長いベテランスタッフが多く安心
• 電車で1時間、ロンドン週末観光も可能

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週4回

※学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

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

スポーツ
• 海辺を走る、ECジョギングクラブ
• ECサッカークラブに参加
• ECビーチバレー&ヨガクラブ

グルメ
• 海辺でほお張るフィッシュ&チップス
• 英国クリームティー
• 伝統パブナイト

アート＆ミュージック
• ロンドン観劇ナイトツアー
• ブライトンアートギャラリー

w
es

t s
t

m
an

ch
es

te
r 

st

edward st

king’s rd

prince albert st

brighton
pier

brighton
wheel

brighton
beach

coach
station sealife

centre

royal
pavilion

old steine 
transport hub

theatre
royal brighton museum

& art gallery

THE LANES

churchill square
shopping centre

the brighton
centre

grand
hotel

grand junction rd

EC 

200 m

approx. 2½ min walk

From EC

brighton station
15 min walk

west pier & hove
15 min walk

brighton marina
25 min walk

london
51 min by train

�
←
→
↑

海のすぐそば、ECブライトン校

先生の説明で疑問点もすっきり ウィンドウショッピングも楽しいザ・レーンズ

優しいスタッフのいるレセプションユニークなアジア様式のロイヤルパビリオン

学校定員 

386 名  
教室数 

31 室  
学生用PC 

30 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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ECブリストル

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/30)
選択科目コース(例)
- 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/ビジネスイヤー (20/30)
ケンブリッジ 試験対策 (30)
IELTS 試験対策 (30)
個人レッスン

滞在先オプション
ホームステイ
学生シェアハウス
‘Twodio’ アパート
ワンルームアパート

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

ブリストルの象徴クリフトン吊り橋

全教室
スマートボード

11% イタリア

10% スペイン

9% スイス

8% リビア

7% 韓国

6% コロンビア

8% パナマ

8% トルコ

5% サウジアラビア

28% その他 (39)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

• 日本人留学生の少ないイギリス留学の穴場
• ロンドンから電車で2時間、物価の安さも魅力
• イギリス南西部の中心的都市、自然と都市機能
   の調和した暮らしやすい街

• 徒歩で通える寮が多数
• 国際空港があり、ヨーロッパ各都市への旅行に
   便利。格安航空便も多数

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週3回

※学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。

 
 

新潟留学センター



73

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

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

スポーツ
• 起伏も楽しもう、サイクリングツアー
• ECサッカークラブに参加

グルメ
• カボットタワーでの英国クリームティー

アート＆ミュージック
• 伝説の覆面芸術家バンクシーのストリート
  アート巡り

at-bristol
museum

bristol old vic
theatrewatershed 

media centre

cabot
tower

brandon hill 
nature park

bristol
cathedral

university of
bristol

the galleries
shopping centre

st nicolas
market

st mary redcliffe
church

arnolfini
arts centre

queen
square

cabot circus
shopping centre

castle 
park

baldwin stcollege green

floating harbour

EC 

400 m
approx. 5 min walk

From EC

bristol zoo gardens
35 min walk

clifton suspension bridge
36 min walk

bath
30 min by train

stonehenge
1 hr 20 min by car

london
2 hr by train

�
←
�
�
→

ss great britain

aquarium

hippodrome
theatre

cinema

colston hallo2 academy

クイーンズ広場に面した学校

笑顔の絶えない授業 ブリストルのハーバーサイド

ランチを持ち寄ったり、コーヒーで一息ついたり…学生ラウンジのPCコーナー

学校定員 

272 名  
教室数 

22 室  
学生用PC 

21 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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ECマンチェスター

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/30)
選択科目コース(例)
- 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/ビジネスイヤー (20/30)
ケンブリッジ 試験対策 (30)
IELTS 試験対策 (30)
個人レッスン

滞在先オプション
ホームステイ
学生ワンルーム
サマーレジデンス

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

都会のオアシス、ピカデリーガーデン

全教室
スマートボード

20% リビア

15% トルコ

8% サウジアラビア

7% イタリア

4% スペイン

3% スイス

5% ブラジル

5% フランス

3% コロンビア

30% その他 (21)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

• サッカーとブリティッシュロックで有名な街
• イギリス第2の都市と呼ばれる北部イギリスの
  中心地。都会的な生活が送れる地方都市
• 物価が低め、費用を抑えたイギリス留学が可能

• 新築、徒歩で通えるスタイリッシュな寮が人気
• プロコーチから学べるサッカーセッションあり
• 国際空港があり、ヨーロッパ各都市への旅行に
  便利。格安航空便も多数

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週3回

※学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
• 国立サッカー博物館
• タウンホール見学
• 産業革命の中心地、科学技術博物館
• アウトレットモールツアー
• 週末湖水地方旅行
• 週末リバプールツアー

スポーツ
• ECサッカークラブに参加
• ECボウリング大会
• 室内アイススケート
• サッカー観戦

グルメ
• スポーツバー＆パブ巡り

アート＆ミュージック
• ミュージカル観劇
• マンチェスターアートギャラリー

学び
BBC放送局見学

EC 

manchester visitor
information centre

arndale
shopping

centreroyal
exchange

theatre

pomphouse
people’s history

museum

university of 
manchester

manchester central
convention complex

piccadilly
gardens

manchester
piccadilly

station

manchester
art gallery

museum of
science & industry

town hall

central library chinatown

northern
quarter

100 m
approx. 1¼ min walk

canal st

From EC

manchester united
football ground

10 min by train

rusholme
7 min by taxi

the printworks
15 min walk

salford quays
10 min by taxi

whitworth st

portla
nd st aytoun st

chorlton st

princess st

oxford stal
bi

on
 st

fo
unta

in
 st

bridge st

de
an

sg
at

e

liverpool rd

マンチェスターらしいデザインの教室

先生の説明は真剣に 美しいマンチェスター 市庁舎

街の中心部は角を曲がってすぐそこマンチェスター出身、有名水泳選手のいるPCルーム

学校定員 

135 名  
教室数 

9 室  
学生用PC 

18 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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ECマルタ

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/30)
選択科目コース(例)
- ビジネス英語入門 (20+10)
- シティー体験英語 (20+10)
ジェネラル/ビジネス英語ミニグループ (20/30)
アカデミック/ビジネスイヤー (20/30)
ケンブリッジ 試験対策 (20/30)
IELTS/TOEFL 試験対策 (30)
クラブ50+ (20)
個人レッスン
英語＋：ダイビング

滞在先オプション
ホームステイ
学生シェアハウス・アパート
学生ワンルーム

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

屋上テラス

建物内カフェ

ビジネスラウンジ

街ごと世界遺産に指定されている首都ヴァレッタ

全教室
スマートボード

15% ロシア

9% リビア

9% フランス

8% 日本

5% スイス

5% トルコ

8% ブラジル

7% イタリア

4% コロンビア

30% その他 (84)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

• 地中海リゾートの地で学べる英語
• ヨーロッパ主要都市に比べて治安が良く物価が
   低め。費用を抑えたヨーロッパ留学生活が可能
• 世界17都市に学校を持つECの本校

• 30歳以上、50歳以上限定プログラムも人気
• 日本人スタッフ常駐で安心
• マルタを拠点としたヨーロッパ各都市への旅行
   に便利。格安航空便も多数

日本語スタッフ

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週5回

※日本語スタッフは不在のことがあります。学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

カルチャー&レジャー
• 世界遺産指定の古代神殿群
• 首都ヴァレッタは街ごと世界遺産
• EC主催、オリジナル夜景ツアー
• EC貸切、ボートパーティー
• 兄弟島、ゴゾ島ツアー
• 週末シチリア島ツアー

スポーツ
• ダイビング(ライセンス取得コース有)

グルメ
• ワイナリーツアー
• 地中海の幸を生かしたマルタ&各国料理

アート＆ミュージック
• 毎年恒例、MTVの夏フェス
• マヌエル劇場での公演

blue
grotto

valletta

waterpark

sliema

mellieha bay
beach

mosta
dome

st julian’s

malta

three cities

golden bay
beach

blue
lagoon

GOZO

COMINO

MALTA

mdina

5 km

EC 

From Malta by ferry

sicily 90 min ↑

一般英語のクラスは、30歳以上、30歳未
満の学生で、クラスが別々に編成され、ア
クティビティーも30歳以上向けのものが
開催されています

学校前に椰子の木が

ヨーロッパ人に人気の留学先 紺碧の海と建物のコントラストが美しいセントジュリアン

屋上テラスでのカフェ会話ヴァレッタの街で一休み

学校定員 

606 名  
教室数 

62 室  
学生用PC 

20 台  
平均クラス人数 

10名 (最大1２名)  
受入最低年齢 

16 歳  
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ECケープタウン

開講コース(週レッスン数)
一般英語 (20/30)
選択科目コース(例)
- 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/ビジネスイヤー (20/30)
ケンブリッジ 試験対策 (30)
IELTS 試験対策 (30)
個人レッスン
インターンシップ
英語＋：サファリツアー

滞在先オプション
ホームステイ
学生シェアハウス

無料WiFi

図書室

自習室

学生ラウンジ

ケンブリッジ英検
テストセンター

自然に恵まれた美しい街、ケープタウン

全教室
スマートボード

19% リビア

14% アンゴラ

10% スイス

9% ブラジル

5% トルコ

4% イラン

7% イエメン

7% サウジアラビア

4% フランス

21% その他 (37)

国籍比率 年齢層データ

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

• 南アフリカ観光の中心、留学生満足度の高い街
• サファリ等のユニークなアクティビティーが豊富
• 日本人学生が少なく、人とは違う留学先を探し
   ている人におすすめ

• 2015年に移転改装されたばかりの、スタイリッ
   シュで最新設備の整った学校
• ウォーターフロントの便利で治安の良い立地
• ボランティア団体でのインターンシップが可能

(長期留学) 学習
カウンセリング

(長期留学) 学習
カウンセリング

無料授業
平均週5回

※学校データは全て2015年の情報に基づくもので、時期やコースによって異なります。また今後予告無しに変更になる場合もあります。
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v&a
waterfront

imax

clifton
beaches

signal
hill

kirstenbosch
botanical gardens

sa national gallery

company
gardens

cape town tandem paragliding

castle of
good hope

greenmarket square
south african

museum

two oceans
aquarium

cape town
stadium

bo kaap
museum

 bree
 st

buite
ngracht s

tmain
 rd

hig
h le

ve
l r

d

strand st

beach rd

600 m

approx. 7 min walk

From EC

access park
outlet stores

12 min by car

langa township
14 min by car

ostrich ranch
25 min by car

spier wine farm
33 min by car

robben island
37 min by ferry

table mountain
14 min by car

�
�
�
→
↑
↓

EC 

静かな自習室

カラフルなボカープエリアを散策 ECでも群を抜くスタイリッシュな学校

モダンアフリカンの教室デザインEC ケープタウン校外観

見どころ＆アクティビティー例

新入生歓迎イベント

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

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

グルメ
南アフリカ伝統ディナーナイト
地元ワイナリーツアー

アート＆ミュージック
カラフルなアフリカ手工芸品

学び
孤児院訪問
タウンシップ訪問

学校定員 

360 名  
教室数 

12 室  
学生用PC 

10 台  
平均クラス人数 

12 名(最大15名)  
受入最低年齢 

16 歳  

 
 

新潟留学センター



80

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

Chain School 2011
Innovation of the Year 2009, 2010

US

UK

Canada Malta South Africa

各国での所属・認証団体一覧と各種受賞歴
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