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世界に展開する質の高い語学学校
長期語学留学におすすめ！

トロント校の30歳以上限定クラス30+は大人の留学に良し！
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追記

割引キャンペーン有！

レート＄=100

追記
5週間以上で無料！

6ヶ月以上はビザ必須

最安値プラン

追記
目安　月＄650

目安　月＄600

③渡航後にかかる費用
シェアアパート滞在費

現地生活・交通費

③　小計　US$
$3,600 $7,200

4週間 24週間 48週間
ー ー $7,150

$600

¥6,600 ¥6,600 ¥6,600

$600 $3,600 $14,350

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
【ご注意事項】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。

ビザ申請サポート

¥114,700 ¥199,870
¥154,710 ¥221,300 ¥341,470

往復航空券（目安）
海外留学生保険料

②　小計　日本円

¥0 ¥0 ¥35,000
¥100,000 ¥100,000

24週間 48週間
一般英語

週24レッスン

プログラム手配費
海外通信送金費

学生ビザ申請費
小計US$

①小計　日本円　

渡航前にかかる費用
¥35,000 ¥0 ¥0

$240 $480

学校申込金 $140 $140 $140

学校教材費・設備費 $40

一般英語
週20レッスン

EC（イーシー）カナダ・バンクーバー

ホームステイ個室・2食
学生寮個室・食事なし

滞在費（下記いづれか） 48週間の場合、
最初の4週間のみ

授業料 $1,700 $9,360 $18,720

$230 $230 $230滞在手配費

学費・ビザ・滞在費用 4週間

¥100,000
¥13,110

ー

¥333,000 ¥1,707,000 ¥2,102,500

4週間 24週間 48週間

ー ー $235

$17,070 $21,025$3,330

$1,220

ーー $7,100

$1,220

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・・・・

株式会社キャリアエクスチェンジ　www.career-ex.com
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11F PORTAL POINT YURAKUCHO BW-06
電話:03-6278-8750　FAX:03-6264-8758　E-mail：info@career-ex.com



ECはここが違う - ECが選ばれる６つの理由

英語の留学準備がしっかりできる
 y ECの英語ラーニング&学習管理用無料アプリ
 y 日本でECに申し込み後すぐに使い始められる
 y 英語を英語で学ぶ習慣が身につく
 y 映画やスポーツなど、自分が楽しいと思うテーマで　　
英語が学べる

MY EC カリキュラム 英語力アップ保証無料授業

1

質の高い授業を保証するカリキュラム
 y 専門学位をもったECカリキュラムライター
 y EC全校で採用のグローバルカリキュラム
 y 転校をしても勉強継続がスムーズ
 y 校舎やクラス間での質のばらつきを解消
 y コミュニカティブメソッドで会話力アップ

必ず英語が上手になる仕組み作り
 y 4週間に1回のレベルテストの結果はMy ECに表示
 y 各英語スキルの伸びをグラフや表で可視化
 y 定期的な学習カウンセリング
 y カウンセリング結果に基づく勉強をMY ECで実施
 y 無料授業で楽しく弱点克服

その街と文化を満喫するための立地
 y 交通の便が良く通学に便利な立地
 y 授業が終わったらすぐに観光が楽しめる
 y 近くのカフェや公園でクラスメートと楽しく会話
 y 都会なら街の中心地、海辺の街なら海の側など、　
その街の魅力を1番感じられる立地

ロケーション 学校設備

5

毎日楽しく効率よく勉強できる学校施設
 y 動画や音声を自在に使えるスマートボードを使用
 y 会話のはずみやすい机や椅子の配置
 y 明るく自然光に恵まれた教室
 y 教室や校舎は、各都市の文化をモチーフにした　　　
スタイリッシュなデザインで気分も上がる

授業以外の時間も有効活用できる
 y 授業前や放課後の時間帯に実施
 y 現地でスケジュールを見て申し込み&参加
 y 各校で工夫をこらした内容設定
 y 在校生からのリクエストで始まる内容の授業も
 y EC全校で週1回以上実施

3 42

6

マイページから色々な機能に入ることができます

リスニングも読解も
英語は英語で学ぶことが大切

気になる部分を選んで
自分のペースで学ぼう

自分の学習管理機能も。
英語力の伸びをグラフ化

英語のスキル別にポイントや直し方を教えても
らえるクリニック。同じ悩みを抱えた人たちが参
加するので、効率よく勉強することができます。

ジョブクリニック  
英文履歴書の書き方、英語
インタビューの受け方など、就
職やワーホリでの職探しに役

立つスキルが学べます。

ライティングクリニック  

SNSでのメッセージから、ビジネ
スメールまで、様々なテーマのラ
イティング内容を通じて、ライティ

ングのコツを学びます。

もっと英会話の機会を作りたい、もっと気楽におし
ゃべりを楽しみたい、というみなさんのための無料
会話の時間。

発音クリニック  

英語独特の難しい発音、母国
語の影響を受けて難しい発音
などを練習。母国語別のクリニッ

クが開催されることも。

ホームワーククラブ  
難しい宿題も、友だちと一緒
に取り組めばはかどるもの。み
んなで助け合いながら、しっか

り提出！

会話クラブ

スキルクリニック

無料授業例



ビギナー
ごく基礎的な単語や文法の知識が
あるのみ。シンプルな自己紹介をした
り、人と一緒に昨日したことや過去の
話などができる。 

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。 

プレインターメディエイト 

簡単な日常会話は何とかなるもの
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。

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。

ECのレベル分けとレベルアップ保証

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。

4週間

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。英語での正式な仕事に応募で
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。 

IELTS* 3.0 - 4.0 4.0 - 4.5 4.5 - 5.0

Cambridge* KET PET

TOEFL* 35 - 45

TOEIC* 255 - 400 405 - 600

5.0 - 6.0 6.0 - 6.5 6.5 - 7.5

FCE CAE

46 - 65 66 - 85 86 - 105

605 - 780 785 - 900

日本人留学生の
平均スタートレベル

3か月留学後の
英語力目安 (B1スタート)

6か月留学での
英語力目安&目標 (B1スタート)

1年留学での
英語力目安&目標 (B1スタート)

　　　　 ECのレベル分けの仕組み

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、My ECで受けるプレイスメントテスト
の結果でまずは決まります(授業初日にライティングやスピーキングがあるこ
とも)。

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
等に合わせて一人一人に合ったクラスを見つけて行きます。 

レベルアップ
ECでは4週間に一度レベルテストがあります。テストはオンラインで行われる
ので授業時間が削られることがなく、またそれぞれの進捗度に応じたタイミン
グでテストを受けることができます。
レベルアップはテストの結果、出席率、授業中の発言度や参加度などが加
味されて総合的に判断されます。

        ECレベルアップ保証の仕組み

しっかりと授業に参加しているのに英語力が上がらない場合、その原因はた
だ勉強量が足りないのではなく、勉強の仕方が分かっていない、誤った勉強
方法をしている、といったことがほとんどです。

ECのレベルアップ保証では、8週間を目安にレベルが上がらなかった場合に
は、カウンセリングを通じた個人スタディプランでみなさんの英語力アップをサ
ポートしていきます。

ECレベルアップ保証を受けるために、みなさんがするべきこと

 y 授業の96％以上に出席をする
 y 少なくとも週3回以上の宿題を提出し、平均で9/10点評価を得る
 y 授業に積極的に参加し、参加度とモチベーションで、平均9/10点評価を得る

英語が大の苦手、ここ最近英語に  
一切触れていない日本人留学生の 

標準スタートレベル

4週間 4週間

期間 対応とサポート

8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

12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

16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

20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

  A1                                   A2                                   B1                                    B1+                                                          B2                                   B2+                                 C1                                   C2

ECは英語レベルの国際基準となるCEFR(Common European Framework of Reference for Languages)を採用。またレベルアップに必要な
期間は、過去にECで勉強をした学生のデータを基に算出したものなので、客観的、かつ現実的な仕組みになっています。

アメリカコミュニティーカレッジ進学
カナダパスウェイプログラム

マルタ大学ギャップイヤープログラム
30+ビジネス英語

選択科目ビジネス英語 カナダEC+Co-op
IELTS試験対策

ケンブリッジ英検対策                     
(FCE)

カナダ大学進学
アメリカ大学進学



ECの授業はこんな感じ

*30+クラスでは週26レッスンオプションがあることがあります
**時間割りによる

基本のジェネラル英語：留学の目的別にレッスン数を選ぼう 

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)
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)

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)

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
(統合スキル)

授業
(統合スキル)

16:30 - 
18:00

授業
(統合スキル)

授業
(統合スキル)

時間割例１ 時間割例2 

スキル特化科目 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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ビジネス英語入門 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

アカデミック英語 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

自信のつくスピーキング ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

グローバル思考と理解 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

コミュニケーションのための文法 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

実生活で使えるリスニング ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ボキャブラリーを広げる ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

自信のつくライティング ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

リーディングとライティングの基礎 ✓ ✓ ✓

リーダーシップ英語 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

英語資格試験スキル ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

オンラインコミュニケーション ✓ ✓ ✓ ✓

理解の深まる文法 (30+限定) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

レベルの目安
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。

スキル特化選択科目例 

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/15時間      
統合スキル英語x20

英語4技能をバランスよく伸ばして
コミュニケーション力をつける基本授業

勉強も遊びも
バランスよく過ごしたい

週24レッスン/18時間       
統合スキル英語x20

スキル特化(選択科目)クラスx4

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

週30レッスン/22.5時間   
統合スキル英語x20

スキル特化(選択科目)クラスx10

基本の授業に加え、スキルに特化した
選択科目を毎日勉強**

20レッスン/15時間            24レッスン/18時間                         30レッスン/22.5時間

時間割2の場合の場合、火・木が午前、月・水・金の授業が午後に行われることもあります 
どの時間割になるか、細かい時間帯は校舎や時期、レベルによって異なります

どの時間割表になるかは学校初日に決まります
午後のみの時間割がある校舎もあります

今日の目標・出来るようになること例
月曜日 「提案」(ホリデープラン)を相手に上手に聞いたりできるようになる / 色々な場所について説明するのに必要な単語とその発音　

火曜日 プレゼンテーションスキル / 人に「提案」をする時のプレゼンのコツと、メモの取り方等上手な発表の聞き方を学ぶ

水曜日 「未来の表現」を上手に使い分け、「計画・プラン」について正確に自信を持って説明できるようになる

英語上達のコツとECの授業

 y 今日は未来形を勉強する
 y 先生から未来形の使い方を習い、間違った使い方

をしてしまっていた場合には、先生が直してくれる
 y それぞれ練習問題を解いたら答え合わせ。先生が

正しい答えを教えてくれる
 y 会話はペアで練習。習った文法や単語を使って

みる

 y 旅行プランについて話せるようになる(そのために実は未来形を勉強する）
 y 先生から未来形の使い方を習い、クラスメートと練習をして、お互い間違い

があれば指摘をし合って訂正、先生も確認
 y 問題を解いたら正しい答えはどれか、習った知識を基にクラスメートと話し

合う。その理由もきちんと説明した上で最終的な答え合わせ
 y 会話は3人組で練習。2人が話している間、3人目の学生は2人が習った

知識をちゃんと使っているか確認、指摘。先生も確認

   古いタイプの授業＆勉強法    ECの新しい英語が身につく授業&勉強法

ECの授業は英語上達のコツを踏まえた新しい参加型の授業。先生から習うだけでなく、自分たちでも考え、指摘し合い、納得をしていく中で、英語の知識
が吸収消化され、同時に帰国後にも役立つ効果的な英語の勉強方法が身についていきます。

習ったことを会話で実践

「私の今年のホリデー計画」
3人で1組に。ペアの2人が会話
中は、3人目は2人が今日習っ
たことを使っているか確認。2人
の会話が終ったら、気づいたこと
をフィードバック

役割を変えて全員が今日習った
こと使って会話の練習
みんなの会話について、先生か
らもフィードバック

自分で気づいて直せる様に

・ I go to the shops. Do 
you want anything?
・ Ignore him. He’s just 
being silly.

この文章は合っている？理由を話
し合って、合っていない場合には
正しい使い方に直してみる。
普段自分が話していて、「ん？
何か違う？」となった時にも役立
つスキル

ポイントを掘り下げて考える

・Why do you think Alain is 
using I’ll,, not I am going 
to? (アランはどうしてI am going 
toじゃなくてI’llって言ったんだと思
う？)
モデル会話中のみんなの会話の
全文に目を通してみる。
その中で改めて「未来の表
現」がどこでどう使われている
かを確認、理由も考えて話し                            
合ってみる

普段の生活での実践と宿題

「未来の表現」はホリデー計画
以外にももちろん必要。普段
どういう時に使えそうか話し合っ
てみる。
宿題は仕事や勉強、生活など
テーマを変えて、「私の計画」に
ついてのエッセイ。習った表現を
使うことを忘れずに！

モデル会話を聞いてみる

教科書のアラン、ジェニー、リア
ンの今年のホリデー計画に聞い
てみる。
実は今日の授業のポイントにな
る「未来の表現」やホリデーに関
する単語、練習したい発音など
がちりばめらた会話です
・I will..→ I’ll..
ネイティブの省略発音になれて、
自分も使ってみる

・
今日のトピック理解

・What do you know about 
this city?
・When choosing a holiday, 
what is most important? 
(この街のこと知ってる？旅行先選び
で大事なことって何)

教科書の写真を見て
世界のホリデー先について話し合
う。好みの滞在先タイプ、やりた
いことなど、クラスの中で一緒に旅
行できそうなのは誰?

ウォーミングアップ

・Do you have any plans 
this weekend?
・What do you think the 
weather will be like?
(今週末の予定は何かある？/天気
はどうなりそう？)

クラスメートと話をしながら今使え
る「未来の表現」を自然に確認

今日のポイントについて考える

会話に出てきた色々な「未来の
表現」について、違いを考えて話
し合ってみる。
・一番実現度が高そうな表現
はどれ？
・あまり起こりそうにないのは？
・予定というより義務な感じがす
るのは？
・反対の意味にしたい時はどう
する？

ECの授業の1日&1週間 - 今週の共通トピックはホリデープラン (インターメディエイトレベル基準)

木曜日
「感想」を上手に相手に伝えられるようになる。
実際のレストランレビューを見て参考にしたり、自
分で書いてみる。ホリデー中の食事の参考に！

金曜日
「後悔」「反省」の気持ちを相手に伝えられるよう
になる。以前の旅行での面白失敗談も
今週1週間のまとめ

特にスピーキングが伸ばせる時間

特にリスニングが伸ばせる時間

発音やイントネーションを特に練習する時間

新しい英語表現(文法)や単語を学ぶ時間

リーディングを通じて新しいトピックや正しい文章を確認する時間

ライティングを通じて学んだ英語を実践する時間

ホリデーを共通のトピックにした1週間の授業で、提案、アドバイス、
未来表現、批評、感想、後悔、反省などを表現、

コミュニケーションできるようになり、且つ発音やアクセントを考えた
プレゼンテーションスキルの一部が身につく仕組みです


