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1. オレンジカーペット
申し込み後から帰国までのトータルサポート
留学前の期待と不安の入り混じった気持ちや、現地到着から学校開始まで
の右も左も分からない焦り、レベルアップや目標達成までの嬉しさなど、留学
には様々ステージがあります。

その節目節目にECのサポートがあり、学校初日にみなさんをお待ちしている
文字通りのオレンジカーペットは、それを象徴しています。

2. 無料ECオンライン
申し込みから帰国後まで使える学習アプリ
ECオンラインは申込後すぐに利用が可能になる学習ツール。リスニングやリー
ディング、文法など、英語を英語で学ぶ習慣が身につき、また英語からしばら
く離れてしまっていた人にはちょうど良い復習方法になります。

留学中は弱点克服に必要な勉強を補強するために活用し、帰国後3か月
間は身につけた英語を忘れないように利用できます。

4. 最新の英語教育
教育テクノロジーを利用した新しい教育
ECの全ての教室にはスマートボードが設置されていて、臨場感があり、また
効率の良い授業の提供を可能にしています。

また授業カリキュラム、レベルテスト、学習データ、ECオンライン自習機能は全
て連動していて、先生たちの長年の経験と勘だけに頼るのではない、教育科
学的アプローチに基づく教育が実施されています。

ECはここが違う - 英語が楽しくなる＆上手になる7つの理由

3. ハイブリッド留学・ECバーチャル
オンライン留学+現地留学で最速英語力アップ
留学を決めてから実際の渡航まで、数か月の期間がある人がほとんど。その
期間を日本でのオンライン留学に利用して、現地での学習効果を高めるの
が、ECのハイブリッド留学です。

留学で日本人学生が多く直面する「積極的な外国人学生に押されてしゃべ
れない」問題も、現地留学に近いオンライン留学で克服しておきましょう。

学校初日はオレンジカーペットを踏みしめて

動画や音声ファイルも駆使した分かりやすくリアルな授業

すき間時間を使って留学準備

日本にいてもインターナショナルクラス



5.無料授業と豊富なアクティビティー

7.きれいな学校・絶好のロケーション
明るい雰囲気で気持ちも前向きに
ECの校内や教室は、その国や街の文化をモチーフにしたお洒落なインテリア
と明るい自然光に満ちていて、明るい気持ちで勉強ができます。

また学校はその街らしい魅力にあふれた便利なロケーションにあるので、放課
後に気軽にカフェに行ったり観光をしたりするのにもとても便利。友だち作りに
も役立つ、便利で楽しい立地です。

6. レベルアップ保証 
個別カウンセリングと学習プランを通じた上達保証
ECでは過去10年以上に渡り、レベルアップ保証を実施。必ず上手になりた
いみなさんを万全の学習サポートで応援しています。

5週間に1度のレベルチェック、テスト結果に基づくカウンセリング等を実施、
規定の条件を満たしているのにもかかわらずチャート通りに上達しない場合に
は、個別オリジナル学習プランに基くレベルアップが保証されます。

その街の文化をモチーフとした各校デザイン

授業以外の時間も充実
EC各校ではカフェ会話や発音クリニック等、授業前の時間やランチタイム、放
課後の時間等を利用した無料授業を提供。授業時間以外の時間も活用
して、楽しく英語力を伸ばすことができます。

また観光やスポーツ、季節のイベントまで、様々な学校アクティビティーに積極
的に参加することで、英語を話す機会を格段に増やすことができます。

観光もみんなで行った方がずっと楽しい

明るい気持ちで勉強できる学校インテリア

ECオンラインのマイページで自分の英語力の伸びをチェック

※ECの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を除く全校が対象となります



ECの授業はここが違う - 留学の目的別プログラムとその特徴 

英語学習の基本から始めたい
短期～中期留学生向け一般英語プログラム

英語4技能の相乗効果=統合英語で効率よく伸ばす
ECの授業ではみなさんの聞く力、読む力、書く力をまんべんなく鍛えながら授
業時間をフルに使い、それぞれの力を最大限に生かして「話す力」につなげて
いきます。

スキル重視でメリハリのあるカリキュラム
ECの授業では「聞いて話す:リスニング→スピーキング」、「読んで書く＆話す:
リーディング→ライティング＆スピーキング」の時間等、重要スキルにターゲット
を合わせた時間を設け、統合英語と組み合わせています。

参加型の授業でグローバル対応
アジアからの留学生が苦手なことの多い、しっかりとした自己表現。ECの授
業では小さなことでも「私は～が好き。どうしてかと言うと…」、「私だったら～」
といった答えが求められることがよくあります。国籍豊かなクラスメートに囲まれ
て英語の勉強をしながら、自分の思っていることを遠慮なく話したり、回りの反
応は気にせずに、自分の意見を言ったりすることに慣れていくことができます。

選択制・スキル特化レッスンが追加できる
ビジネス英語やリーダーシップ英語、スピーキング強化や試験対策英語等、
一般英語の授業に加えてスキル別、テーマ別の選択科目を追加して、自分
の留学の目的に合った英語力を身につけます。

観光&ホリデー重視
自由時間が豊富に欲しい

ジェネラル英語スタンダード 
統合スキル英語＋発展スキル英語

成果ラーニングを土台に、英語4技能を
バランスよく使って英語力をつける基本の授業

勉強も遊びも
バランスよく過ごしたい

セミインテンシブ英語
統合スキル英語＋発展スキル英語
＋スキル特化(選択科目)クラス

基本の授業に加え、スキルに特化した
選択科目を1週間に2回勉強

しっかり勉強したい
特に伸ばしたい英語力がある

インテンシブ英語
統合スキル英語＋発展スキル英語
＋スキル特化(選択科目)クラス

基本の授業に加え、スキルに特化した
選択科目を毎日または週4日勉強*

長期留学で英語をモノにしたい
アカデミックイヤー

ECグローバルカリキュラム
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定められ
ているので、長期留学にふさわしい英語スキルを網羅することができます。

個人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。長期留学生用個人カウンセリングを通じて、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。

転校制度 - 世界で学ぼう
一言で英語圏の国と言ってもその文化は様々。世界8か国、24都市に校
舎のあるECでなら、その転校制度を利用しての2か国留学、将来につながる
豊かな経験が実現可能です。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。

*時間割りによる

意外な気づきも多い授業中のコミュニケーション



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

シティー体験英語 e e e e e e

ビジネス英語入門 e e e e e e

アカデミック英語 e e e e e e

自信のつくスピーキング e e e e e e

グローバル思考と理解 e e e e e e

コミュニケーションのための文法 e e e e e e e

実生活で使えるリスニング e e e e e e

ボキャブラリーを広げる e e e e e e e e

自信のつくライティング e e e e

リーディングとライティングの基礎 e e e

リーダーシップ英語 e e e e e

英語資格試験スキル e e e e e e e e

オンラインコミュニケーション e e e e

理解の深まる文法 (30+限定) e e e e e

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

実際の開講選択科目は、校舎や時期、
レベル等によって異なります。

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

ECの授業では

授業時間の半分以上が
『話すための時間』です

スキル特化レッスン(選択科目)例

ECレベル表 - CEFR(Common European Framework of Reference for Languages)標準

____ このレベルで出来ること 参考

C2 プロフィシエンシー ほぼネイティブスピーカーと同レベルで、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。

TOEIC905-990
IELTS8.0-9.0

C1 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。

TOEIC785-900
IELTS7.0-7.5

B2+ 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。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。 TOEIC605-780

IELTS5.5-6.5
TOEFL46-65/66-85B2 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。

B1+ 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。

独学や英会話教室等、自分でも
英語の勉強をしている/TOEIC500点台

B1 プレインターメディエイト 簡単な日常会話はできるものの、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。

大学受験程度までの勉強したものの、
それ以外特に勉強してない/TOEIC400点台

A2 エレメンタリー はっきり、ゆっくり話せる会話であればこなせる。道で簡単な方向などを説明したり、質問したりできる。 大学受験程度までは勉強したものの、
それ以来年数が経っている

A1 ビギナー 限られた語彙や文法に関する知識のみがある。簡単な自己紹介や、カフェでの簡単なオーダーなどで
あれば可能なレベル

高校までの英語も苦手科目
あまり覚えていることがない

月 火 水 木 金

09:00 - 
10:30

授業
(統合スキル)

授業
(発展スキル)

授業
(統合スキル)

授業
(発展スキル)

授業
(統合スキル)

10:45 - 
12:15

授業
(統合スキル)

授業
(発展スキル)

授業
(統合スキル)

授業
(発展スキル)

授業
(統合スキル)

ランチタイム

13:00 - 
14:30

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

月 火 水 木 金

09:00 - 
10:30

授業
(統合スキル)

授業
(統合スキル)

授業
(統合スキル)

10:45 - 
12:15

授業
(統合スキル)

授業
(統合スキル)

授業
(統合スキル)

ランチタイム

13:00 - 
14:30

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

選択科目
(スキル特化)

14:45 - 
16:15

授業
(発展スキル)

授業
(発展スキル)

16:30 - 
18:00

授業
(発展スキル)

授業
(発展スキル)

時間割例① - シングルバンク 時間割例② - ダブルバンク

-上・右記は一例で各校のタイムスケジュールは異なり、どの時間割表になるかは学校初日に決まります

-ジェネラル20:統合英語週3日+ターゲット英語週2日, セミインテンシブ24:ジェネラル20+選択科目週2日   

 インテンシブ英語28/30:ジェネラル20+選択科目×週4日または5日

 -ダブルバンク制の場合、統合英語が午後にターゲット授業が午前中に行われることもあります



留学の「その先」のためのプログラム 

英語資格試験対策
履歴書に書ける英語力
公式の英語力証明:ただ語学留学をしたというだけではその結果に疑問符を
付いてしまうことも。英語で次につなげるには、自分の英語力を客観的に証明
できる国際資格を持つことが大切です。

留学中のモチベーション維持:中だるみしてしまうことも多い長期留学。試験
合格、〇点到達という明確な目標を持つことが大切です。

対象試験:ケンブリッジ英検、IELTS/TOEFL/TOEIC

対象校:別パンフレット参照

バイリンガルプログラム
バイリンガル都市モントリオールならではのプログラム。毎日英語とフランス語を
組み合わせても、留学前半は英語、後半はフランス語のように受講することも
可能です。      

対象校:モントリオール校

お稽古＋英語
興味のある習い事や趣味を通じてなら、英語も楽しく身につきます。また趣味
を通じた気の合う、共通の話題の多い友だちも作りやすくなります。 

プログラム(対象校):ダンス(ニューヨーク)、サーフィン(サンディエゴ)、料理＆グ
ルメ体験(モントリオール)、ダイビング(マルタ)

その他のユニークなプログラム 
インターンシップ＆海外ボランティア
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。

海外ボランティアは、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。児童施設や動物保護団体などと協力をし
ながら、みなさんの希望や特技に合ったプロジェクトを一緒に探していきます。

対象校:ケープタウン校

休み時間もゆったり、30+専用学生ラウンジ(ニューヨーク校)

グローバル・パスウェイ 

海外大学進学&ギャップイヤープログラム
アメリカ・カナダ・オーストラリア・アイルランド校:ECと提携の4年制大学やコミ
ュニティカレッジ、専門学校への進学を目指すためのプログラム。大学で必要
な英語力を身につけながら、進学サポートなどを受けることが可能です。

マルタ校:日本の大学の休学期間を利用して、マルタ大学で1-2学期間勉
強するプログラム。ヨーロッパの国立大学でのキャンパスライフが体験できま
す。またマルタ大学への正規進学サポートを受けることもできます。

大人の留学30+&クラブ50
気の合う仲間と落ち着いて学べる
大人のペースと話題でクラスに参加したいというみなさんのためのプログラム。仕
事や家族、これまでの経験など共通の話題が多ければ多いほど、会話の練習
も弾むもの。放課後や週末の自由時間も同世代の仲間とより楽しく過ごせま
す。またマルタ校では、年2回の期間限定で50歳以上対象のアクティビティー
付き2週間プログラムも開催されます。

対象校:ニューヨーク、トロント、バンクーバー、ロンドン、ダブリン、マルタ校

ECバーチャル
オンラインで学べる英&仏会話/英語資格対策/大学進学準備
世界の教室を日本の自室で体験できるECバーチャル。留学前に少しでも英
語力を上げるため、現地での授業スタイルに慣れておくため、英語を英語で学
んでしっかりと身につけるため等、新しい英語習得方法として注目の、オンライ
ン留学プログラムです。

対象プログラム:一般英語(1日5時間帯)、フランス語、IELTS試験対策、カ
ナダ&オーストラリア大学進学準備

画面の向こうに世界が広がるオンライン留学

レベルに達した時点で現地でのコース変更も チャンスは世界に



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末
ロサンゼルス校例

新入生用
サンデーアクティビティー

 ユニバーサル
スタジオツアー $165

新入生歓迎イベント

ビーチバレー&BBQ 
6:00pm

ECサッカー
3:30pm

発音クリニック 
12:30pm

サーフィン体験
14:00

ハッピーアワーの集い
5:30pm

ECピザパーティー

トワイライトコンサート
6:00pm

EC卒業式
ファーマーズマーケット

&ザ・グローブ $30

焼肉ナイト $40

週末ラスベガスツアー
$235～

ディズニーランドツアー
$165

バンクーバー校例

新入生用
サンデーアクティビティー

ウィスラー観光ツアー
$52

新入生歓迎イベント

パブアフタヌーン
2:45pm

会話クラブ 
12:30pm/1:30pm

スタンリーパーク
サイクリング $12

ディープコーブハイキング
13:30pm 

ホームワーククラブ 
12:30pm/1:30pm

会話クラブ 
12:30pm/1:30pm

ライブラリースクウェア

EC卒業式

発音クリニック 
12:30pm/1:30pm

シアトル2日ツアー 
$199

ビクトリア観光ツアー
$110

ロンドン校例

新入生用
サンデーアクティビティー

ケンブリッジ1日ツアー
£42

新入生歓迎イベント

カフェアフタヌーン
4:15pm

朝食&会話クラブ 
8:30am

EC アフターヌーンティー
2:45pm

ロンドンアイツアー £20

朝食&会話クラブ 
8:30am

テストスキルクリニック 
2:45pm 

EC サッカー  6:00pm

朝食&会話クラブ 
8:30am

ディナークラブ £15
ムービーナイト £8

 

朝食&会話クラブ 
8:30am

EC卒業式
ワーククリニック 

14:45

ウィンザー&ストーンヘンジ
1日ツアー £69

週末パリツアー
£160～

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

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

学校生活を彩るアクティビティー&無料授業
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

街の観光もスポーツも、学校の友だちと英語を使いながら楽しめば、立派な英語の上達手段に。また授業の空いている
ちょっとした時間を使っての無料授業も、楽しく英語力をアップさせるのに欠かせません。

※上記アクティビティーは一例で、季節や時期に応じて実施頻度や内容は変わります



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…。留学中の滞在先に「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。

学生レジデンス：いわゆる「学校寮」のイメージに近いタイプ。比較的大きな建
物に部屋が並び、学生ラウンジなどの共有スペースで、他の国からの留学生と
の交流を楽しみます。共有ジムやシネマルームを備えた新しいタイプのものも。

学生シェアアパート：2LDK-4LDKの学生アパートを学生同士で利用する、
シェアハウスに近いイメージの滞在先。レジデンスよりも小さな規模でのシェアと
なります。

学生ワンルーム：ワンルームや1DK的な造りで、キッチンやバスルームを自分一
人で使えるタイプ。自由な一人暮らしを満喫したい方や、夫婦や友達同士での
利用に適しています。

ECの滞在先 - 自分の生活スタイルにあった滞在先選び

ECのウィズコロナ/Covid-19
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、中・長期的な
視野で様々なリサーチを行い、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、各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。

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が守れ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。

 一部のアクティビティーや無料授業をオンラインで実施しています。

 自己隔離が必要な場合にはそれに適した滞在先を紹介しています。

※上記の対応は今後の状況の変化に応じて変更になることがあります。

マスクをしていても英語力アップ

安全を確保してのアクティビティー

校舎に入る前の体温チェックと手指消毒

マルタのホストファミリーで



ECのジュニアプログラム

イギリス&アイルランド
開催期間 6月13日-8月29日 開催校によって異なります

対象年齢 7-17歳, 18-19歳 開催校によって異なります

開催校 イギリス13校、ダブリン1校 イーストロンドン大学、オックスフォード
ブルークス大学、サセックス大学 等

滞在先 寮またはホームステイ* *ケンブリッジ、ブライトン、ダブリンのみ

アメリカ&カナダ
開催期間 6月13日-8月8日 開催校によって異なります

対象年齢 10-18歳 開催校によって異なります

開催都市 ロサンゼルス、ニューヨーク、ボ
ストン、モントリオール、トロント

UCLA、ロングアイランド大学、タフツ大学
ドーソンカレッジ、ヨーク大学

滞在先 寮またはホームステイ* *モントリオールのみ

マルタ

開催期間
3月27日-4月18日 イースタープログラム

6月19日-8月29日 プログラムによって異なります

対象年齢 8-13歳, 12-18歳 プログラム、滞在先によって異なります

開催校 セントマーティンズカレッジ -

滞在先 ホテルまたはホームステイ プログラム、年齢によって異なります

オーストラリア&ニュージーランド
開催期間 6月27日-8月8日 -

対象年齢 12-17歳 -

開催校 シドニー、ゴールドコースト
オークランド ECオーストラリア校、ニュージーランド校

滞在先 ホームステイ、アパート寮* *ゴールドコーストのみ

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
プログラム例（夏季）

午前

プロジェクト達成型の英語授業(月-金)

自由時間

自由時間

またはオプショナル
ゴゾ島1日ツアー

シチリア島1日ツアー
レベル分けテスト
オリエンテーション

テーマ別の簡単な目標達成に向けた授業で、
スピーキング、リスニング、表現力がバランスよく身につきます。

修了証授与

午後

ボウリング大会 コミノ島トリップ ビーチトリップ ヴァレッタ観光 ブルーグロットトリップ ブジッバ散策

夜

フォームパーティー 自由時間 ボートクルーズ オプショナル・ゴーカート ビーチバーベキュー インターナショナル
パーティー

春&夏の一般ジュニアプログラム - エンバシーサマー

夏の特別ジュニアプログラム - ECアカデミー
開催期間 対象年齢 英語+プログラム 滞在先

イギリス
(サマセット)

ウェリントンスクール
7月11日-8月15日 8-17歳

アカデミーMBA、英語集中コース
ジュニア進学コース、ダンス

アート&デザイン、乗馬、テニス
サーフィン、ウォータースポーツ

クライミング&ボルダリング

ボーディング
スクール寮

アメリカ
(ロサンゼルス)

UCLA
6月27日-8月8日 12-17歳

サーフィン
クライミング&ボルダリング

マルチアクティビティー
大学寮

主に夏に各国の現地校や大学施設で行われる、ジュニア向けの英語プログラム。世界中の国からの同年代の人たちと一緒に言葉を学び、同時に海外
の文化や様々な考え方などに触れることのできる貴重な機会です。

プログラム例：マルタ夏のプログラムのアクティビティー例

※上記は1週間の例で、実際に参加するプログラムとは異なることがあります

※一部のプログラム参加には一定以上の英語レベルが必要です
ハリーポッタースタイルのイギリス現地校で学べる



　　　　　 ボストン校

ポイント ハーバード大学で有名な、落ち着きながらも
活気ある都市。公共交通の便が良く、週末を利用し
たニューヨーク小旅行も可能。
その他のおすすめ  現地大学生とのカンバセーションパ
ートナー、英語＋ボランティア
国籍比率 日本8%、ブラジル19％、サウジアラビア
15％、韓国12％ 等　学校定員165名

ニューヨーク校

ポイント ECはマンハッタンの中心、ニューヨークを満喫
するのにぴったりの、タイムズスクエアに立地。ニューヨー
カーたちに混じって通学、放課後も充実します。
その他のおすすめ  大人の留学30+、新しく清潔な
校舎、充実の寮滞在、英語＋ダンス
国籍比率 日本19％、韓国19%、ブラジル17％、
台湾6％ 等　学校定員135名

ワシントンD.C.校

ポイント ここがアメリカの首都ワシントンD.C.。街を歩
くと映画で見た景色があちこちに登場します。落ち着い
た街並みで長期社会人留学にもおすすめです。
その他のおすすめ  低い日本人率、平均年齢が高
めの学校
国籍比率 日本10％、ブラジル16％、コロンビア
14%、韓国8% 等　学校定員165名

サンフランシスコ校

ポイント 近隣にシリコンバレーを擁する、美しくも活気
ある街。西海岸の留学向け都市の中では、公共交
通の便が良いのも魅力です。
その他のおすすめ  西海岸カレッジ進学、学校アクティ
ビティーの一環としてボランティア活動が盛ん
国籍比率 日本15％、ブラジル20%、韓国17%、
台湾7%等　学校定員222名

サンディエゴ校

ポイント ヨーロッパからの留学生にも人気のラ・ホヤに
位置し、目の前のビーチで授業をすることも。寒暖の
差の少ない暮らしやすい気候にも恵まれています。
その他のおすすめ  英語＋ボランティア、英語＋サーフ
ィン、新しく清潔な校舎
国籍比率 日本12％、サウジアラビア22%、ブラジル
19%、スイス15％　学校定員120名

ロサンゼルス校

ポイント ロサンゼルス観光では欠かせないお洒落で治
安の良いエリア、サンタモニカに位置。バス停が目の前
にあるので通学にも便利です。
その他のおすすめ  サンタモニカカレッジ進学、週末の
ディズニーランド＆ユニバーサルスタジオツアー
国籍比率 日本20％、ブラジル19%、サウジアラビア
13％、スイス10%  学校定員225名

マイアミ校

ポイント マイアミ市の海を挟んで隣、治安の良いサウ
スビーチ市に位置。美しいビーチに恵まれ、ヨーロッパか
らの留学生にも絶大な人気を誇る留学先です。
その他のおすすめ  アジア人の少ない街で、「よく遊
び、よく学ぶ」を実践、冬でも暖かい恵まれた気候
国籍比率 日本6%、ブラジル18％、スイス17％、　
サウジアラビア169%  等　学校定員135名

モントリオール校

ポイント 北米のパリとも呼ばれる美しい街並み。フラン
ス語と英語が共存するバイリンガル都市での生活は、
言葉への概念を変える貴重な体験になります。
その他のおすすめ  英語/フランス語＋料理&グルメ体
験、バイリンガルプログラム
国籍比率 日本11％、ブラジル20%、コロンビア
16%、スイス10% 等 　学校定員290名

トロント校

ポイント カナダ経済の中心都市、メトロポリタンとして
も有名な街。都市機能が充実しているので、初めての
留学でも安心です。
その他のおすすめ  現地口コミでも大人気のTOEIC
スコアアップ特別コース、豊かな国籍バランス
国籍比率 日本16％、韓国24%、ブラジル20%、　
トルコ7% 等 　学校定員330名

バンクーバー校

ポイント コンパクトな高層ビルの街を出るとそこには緑
あふれる自然が。世界の暮らしやすい街ランキングに
選ばれるのも納得の、安心の留学先です。
その他のおすすめ  バンクーバーでは低目の日本人
率、人気のケンブリッジ英検対策コース
国籍比率 日本15％、韓国22%、ブラジル20%、ス
イス11% 等 　学校定員285名

ロンドン校

ポイント 本場イギリスで学ぶ英語。古い街並みに、最
新の都市機能の詰まったイギリスの首都では、歴史か
らポップカルチャーまで何でも楽しめます。
その他のおすすめ  施設の充実した学生寮が豊富。
学校前の駅から週末パリ旅行も可能。
国籍比率 日本10％、ブラジル12%、韓国12%、ト
ルコ12％ 等 　学校定員186名

オックスフォード校

ポイント 世界の名門オックスフォード大学を擁する街。
歴史深い街並み、郊外に広がる豊かな自然に囲まれ
て、充実した留学生活が送れます。
その他のおすすめ  オックスフォード大学生のディベート
クラブに参加&見学。
国籍比率  日本9％、サウジアラビア21％オマーン
12%、韓国8% 等 　学校定員130名

ケンブリッジ英検
　IELTS TOEFL TOEIC
公式テストセンター

ケンブリッジ英検
公式テストセンター



ケンブリッジ校

ポイント オックスフォードと並び称される名門大学の
街。イギリスのイメージをそのまま体現したかのような、
可愛らしい、でも活気に溢れた街並みです。
その他のおすすめ  市内中心に位置する唯一の語学
学校。ケンブリッジ大学の無料講座に参加。
国籍比率 日本6％、サウジアラビア17%、トルコ
10%、ブラジル9% 等 　学校定員203名

ブライトン校

ポイント ロンドンから電車で約1時間、ロンドンの海辺
とも呼ばれる街。海沿いには白亜の瀟洒な家々が並
びますが、ウォーターフロントのお洒落なスポットも。
その他のおすすめ  地元メディアと同じ建物を利用。
授業やプロジェクトでの利用もあり。
国籍比率 日本2％、サウジアラビア22%、韓国
13%、トルコ11% 等 　学校定員270名

ブリストル校

ポイント イギリス南西部の最大都市、便利な都市生
活と豊かな自然が共存しています。ロンドンからは約2
時間、物価が安目で長期留学生にもおすすめです。
その他のおすすめ  LCC便の多い地元国際空港を利
用して、留学中にヨーロッパ各都市を旅行。
国籍比率 日本1％、サウジアラビア24%、スペイン
9%、イタリア9% 等 　学校定員191名

マンチェスター校

ポイント 北部に位置するイギリス第2の都市。生活費
を抑えながらも都会の生活を楽しみたい留学生におす
すめ。サッカー以外の魅力にも溢れた街です。
その他のおすすめ  国際空港を利用したヨーロッパ各
旅行。リバプールや湖水地方に行くにも便利です。
国籍比率 日本1％、サウジアラビア30%、スペイン
12%、ブラジル10%　学校定員135名

ダブリン校

ポイント 治安が良く、フレンドリーな人たちの多い安心
のヨーロッパ英語留学先。音楽やダンス等、独自の魅
力ある文化にも溢れています。
その他のおすすめ  日本人を含むアジア人の少ないヨ
ーロッパ英語留学の穴場。LCCでの旅行にも便利。
国籍比率 日本8％、トルコ18%、ブラジル12%、
韓国10% 等 　学校定員135名

マルタ校

ポイント 中世の街並みと地中海の美しい海が同時に
楽しめる留学先。EC発祥の地でもあり、ビーチリゾート
で世界基準の英語教育が受けられるのが魅力です。
その他のおすすめ  マルタ大学ギャップイヤープログラ
ム、ビジネスクラス、クラブ50、英語＋ダイビング
国籍比率 日本13％、ブラジル15%、コロンビア
14%、フランス8 等 　学校定員498名

日本人
スタッフ

ケープタウン校

ポイント ヨーロッパからの観光客に人気のケープタウ
ン。イギリス時代の面影とアフリカ文化が共存する、魅
力的、且つユニークな英語留学先です。
その他のおすすめ  本格ボランティアプログラム、サファリ
体験、人とは違う留学先
国籍比率 日本1％、サウジアラビア25%、ブラジル
17%、スイス9% 等 　学校定員180名

メルボルン校

ポイント ヨーロピアン風の街並みにオーストラリアのリラ
ックスした空気の加わった魅力いっぱいの留学先。個
性豊かな地元カフェの多いグルメな街でもあります。
その他のおすすめ  大学進学プログラム。大学キャン
パスと施設を共有する充実の学校施設
国籍比率 日本9％、コロンビア18%、サウジアラビア
15%、韓国13% 等 

シドニー校

ポイント 最新の文化やアート、グルメの集まるオースト
ラリア第1の都市。住人の40%以上が海外生まれと
いうマルチカルチャーなコスモポリタンです。
その他のおすすめ  大学進学プログラム、共有キャン
パスの屋外テラスで現地大学生と交流
国籍比率 日本12％、コロンビア16%、韓国15%
チリ8% 等

ブリスベン校

ポイント こぢんまりとした川沿いの美しい街並み。費用
をおさえながら、都市機能と自然の調和した街で暮ら
せる魅力的な留学先です。温暖な気候もポイント。
その他のおすすめ  大学進学プログラム。自習室やシ
ネマ、バーベキューエリアなどの充実した学生寮。
国籍比率 日本10％、コロンビア18%、韓国15%、
ブラジル13% 等

ゴールドコースト校

ポイント 白い砂浜沿いに連なるビーチ沿いの街。マリ
ンスポーツや賑やかなナイトライフが楽しめつつ、海辺の
ゆったりとした留学先でもあります。
その他のおすすめ  ベテランスタッフ紹介のホストファミリ
ー、こぢんまりとしたアットホームな学校。
国籍比率 日本20％、ブラジル23%、韓国12%、　
コロンビア9% 等

オークランド校

ポイント 都市生活と大自然の距離が近い暮らしやす
い街。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、グルメの全てが楽しめます。
その他のおすすめ  大学関連施設の多い立地。マオ
リ文化の文様などがモチーフの明るくお洒落な学校
国籍比率 日本20％、コロンビア21%、韓国17%、
タイ16% 等

ケンブリッジ英検
公式テストセンター

ケンブリッジ英検
公式テストセンター

各校の国籍比率は2010/2020年のデータを基にしています / 情報は2020年11月現在のもので今後変更になる可能性があります
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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
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ウェブパンフレット
(一般プログラム)
スマートフォン,PC画面で見や
すい2021年完全版パンフレ
ットのウェブバージョン。動画や
写真も多数掲載。

Username

Password

Log In

デジタルパンフレット
(一般プログラム)
2021年公式パンフレット日本
語完全版。電子ブックビューア
ータイプで読みやすい。

デジタルリーフレット
(ジュニアプログラム)
2021年ジュニアプログラムの
日本語リーフレット。開催コー
ス一覧と一部サンプルプログ
ラム掲載。

もっと詳しく知りたい・他のプログラムのことも知りたい
当リーフレットはECの2021年パンフレット(一般プログラム)のダイジェスト版です。完
全版やジュニアプログラムについては、下記QRコードよりご覧いただけます。資料は全
て日本語です。


