
アメリカ・ニューヨーク 2021

EC
EC 語学学校

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

世界に展開する質の⾼い語学学校。⻑期語学留学にオススメ。
ニューヨーク校の30歳以上限定クラス30+は⼤⼈の留学に良し︕



追記

割引キャンペーン有︕

SEVIS費含む

ﾚｰﾄ＄=110

追記

5週間以上で無料︕

最安値プラン

追記

⽬安 ⽉＄700

⽬安 ⽉＄700

③ ⼩計 US$ $700 $4,200 $16,100
全体的な留学費⽤概算は、上記①＋②＋③の合計を⽬安としてください

【注意事項】上記はあくまでも概算です。最新の学校料⾦・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

シェアアパート滞在費 ー ー $7,700

現地⽣活・交通費 $700 $4,200 $8,400

② ⼩計 ⽇本円 ¥185,640 ¥274,010 ¥389,120
③渡航後にかかる費⽤ 4週間 24週間 48週間

往復航空券（⽬安） ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000

海外留学⽣保険料 ¥19,640 ¥108,010 ¥223,120

海外通信送⾦費 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000

ビザ申請サポート ¥0 ¥35,000 ¥35,000

渡航前にかかる費⽤ 4週間 24週間 48週間

プログラム⼿配費 ¥35,000 ¥0 ¥0

⼩計US$ $3,470 $26,800 $21,540

①⼩計 ⽇本円  ¥381,700 ¥2,948,000 ¥2,369,400

48週間の場合
最初の4週間のみ

学⽣寮シェア・⾷事なし ー $14,760 ー

学⽣ビザ申請費 ー $510 $510

滞在⼿配費 $90 $90 $90

滞在費（下記いずれか）
ホームステイ個室・朝⾷付

$1,340 ー $1,340

学校教材費・設備費 現地にて 現地にて 現地にて

授業料 $1,880 $11,280 $19,440

学校申込⾦ $160 $160 $160

EC（イーシー）アメリカ・ニューヨーク
時期により授業料割引キャンペーン等がありますので、キャリアエクスチェンジにお問い合わせください︕
学費・ビザ・滞在費⽤ 4週間 24週間 48週間

ビザ不要短期留学
週20レッスン

学⽣ビザ要英語ｺｰｽ
週30レッスン

学⽣ビザ要英語ｺｰｽ
週24レッスン

まずはご相談！

電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は

お気軽にお申付け

ください。

プランが決定したら

留学開始の

3ヶ月前を目安に
当社へお申込ください

こちらの留学プランに興味がある方は・・・・
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ECのレベルアップ保証制度
充実のカリキュラムと学習サポートの証

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

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

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

ECレベル

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

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

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

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

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

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

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

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

週30レッスン
受講

週24レッスン
受講

週20レッスン
受講

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

10
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

12
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

14
週
間

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

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

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

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

レベルテスト・進捗確認評価 -5週間に1回基準

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

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

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

テスト結果 レベルアップの可否

75%以上 上のレベルに移動

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

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

追加ラーニングプランが提示され
その結果に応じて

レベル移動の可否を決定

70%以下
-	授業中の様子などからもレベルアップは不可能と判断

追加ラーニングプランが提示され
同じレベルでの勉強を継続

期間 対応とサポート

10週間以降 追加ラーニングプランが提示され、同じレベルでの勉強を継続

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

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

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

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

授業参加度も大切な基準

ECの英語レベルとレベル分け

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

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

レベルアップ保証の仕組み

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

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

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

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

スタンダード・ジェネラルコース
週20(16)レッスン=週15(16)時間

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

インテンシブコース
週30(23)レッスン=週22.5(23)時間

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

セミインテンシブコース
週24(20)レッスン=週18(20)時間

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

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

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

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

レッスンの流れのイメージ

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

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

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

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

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

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

ステップ1 ステップ2

ステップ3 ステップ4

ステップ5 ステップ6

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

	注：(	)内の数字はオーストラリア＆ニュージーランド校の場合です

先生からの一方的な説明や練習問題、定型の会話をなぞるのではなく、自分たちでも考えながら
進行するECのレッスン。授業スタイルでも日本での今までの「当たり前」を忘れることが大切です。
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クラスメートと出かけるニューヨークの象徴の1つ、エンパイアステートビル

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

コーヒー/
カプチーノ

ペットボトルの
水/炭酸飲料
(330ml)

ファストフードの
セットミール

お手頃
レストランでの

食事

ジム月会費
(大人1名)

公共交通
(市内)

$3.50-
$5.00

$1.00-
$2.50

$6.00-
$12.00

$15.00-
$25.00

$35.00-
$150.00

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

ニューヨークの物価の目安　○	ECニューヨーク校に通う学生の交通費、食べ物、交際費等を含む基本的な予算は、週300ドルから325ドルが目安です		

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

タイムズスクエア
まで徒歩

    　歩
0



89

9
教室

12
平均クラス人数	
(最大 15)

135
学校定員

15
学生用コンピューター

16
受入最低年齢

学校基本情報

89

30% サウジアラビア 6% オマーン

12% スペイン 6% スイス
10% ブラジル 5% コロンビア
9% クウェート 22% その他 (30)

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

2019/2020年の学生週数に基づく

国籍割合

年齢層

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

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

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

	–	ダレン,	学校マネージャー

※実施アクティビティーは変更になる場合があります

すぐに使える
ECオンライン

無料授業
平均週2回

個別学習
カウンセリング

コース教材

コースに無料で含まれるもの

ECオレンジ
カーペット体験

こんな人におすすめ

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

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

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

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

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

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

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

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

		EC	マンチェスター		 マンチェスター	
ピカデリー駅

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

市庁舎
マンチェスターアートギャラリー

都市機能の充実したイギリス第2の都市

新旧がバランス良く融合した街


