
 

 

EC Timetables  
USA - NY, LA, SF & Miami 

*上記時間割表は、*上記時間割表は、*上記時間割表は、*上記時間割表は、学生数や諸事情により今後変更になる場合もあります学生数や諸事情により今後変更になる場合もあります学生数や諸事情により今後変更になる場合もあります学生数や諸事情により今後変更になる場合もあります 
■週２０レッスン受講生：トピック制総合学習＆スキル別トレーニング ■週２４レッスン受講生：トピック制総合学習＆スキル別トレーニングに加え、週に２日の選択科目授業受講 ■週３０レッスン受講生：トピック制総合学習＆スキル別トレーニングに加え、毎日の選択科目授業受講  ※Ａ/Ｂどちらのグループに属するかは初日のレベルテストの結果で決まり、２週目以降も同じグループの時間帯での受講となります。 ※時間割は固定制ですが、レベルやコース変更に合わせて別時間割に入ることがあります。 ＥＣ無料英語授業ＥＣ無料英語授業ＥＣ無料英語授業ＥＣ無料英語授業: : : :     会話クラブや発音クリニック、テーマ別講座等、授業以外の時間も利用して、さらに学びたい、英語が使いたいという学生のための無料授業。具体的なスケジュールは学校で案内を確認して申し込むようにしてください。また放課後には空き教室や自習室＆資料室を利用しての自習も可能です。 

選択科目学習選択科目学習選択科目学習選択科目学習: : : :     スピーキング強化、ボキャブラリー強化、音楽を通じて学ぶ英語、映画を通じて学ぶ英語、グローバルシチズンシップ、ビジネス英語等、各自の弱点克服や、興味に合わせて英語を学ぶための時間帯。コミュニケーション重視の総合学習との組合せで、更に効果的に英語力を伸ばします。 
トピック制総合学習トピック制総合学習トピック制総合学習トピック制総合学習: : : :     「家族」「メディア」「スポーツ」等、様々なトピックを題材に、それについて話し、読み、また読んだ内容についてディスカッションをしたり、そこに出てくる文法を確認、語彙を広げたり深めたりする授業時間。日本での「文法」「語彙」「会話」等に分けられた勉強法では、会話ができるようにならなかったという皆さんにお勧めの学習法です。 

この時間割表では、学生１人１人のペースに合わせて午前と午後の時間を有効に使えるのが特徴。午後から授業の日にはラッシュアワーを避けてゆっくり通学したり、午前中空いている観光地に行ったりするのもおすすめです。またクラス授業の無い時間帯には、無料授業に参加したり、自習室でその日の予習や復習をしたりすることもできるので、朝から夕方までしっかりと学校で勉強したい方にもぴったりです。 

時間割表Ｂ 

時間割表Ａ   月 火 月 木 金 午前１時間目 08:30-10:00 トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) 休み時間 10:00-10:15 午前２時間目 10:15-11:45 午前3時間目            午後１時間目 12:30-14:00   選択科目   午後２時間目 14:15-15:45 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 リーディング・                     ライティング等の                  スキル別トレーニング 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 リーディング・                     ライティング等の                  スキル別トレーニング 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 休み時間 15:45-16:00 午後３時間目 16:00-17:30    アクティビティー/自由時間 
昼休み 11:45-12:30   ランチタイム   

  月 火 月 木 金 午前１時間目 08:30-10:00 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 リーディング・                     ライティング等の                  スキル別トレーニング 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 リーディング・                     ライティング等の                  スキル別トレーニング 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 休み時間 10:00-10:15 午前２時間目 10:15-11:45 午前3時間目            午後１時間目 12:30-14:00   選択科目   午後2時間目 14:15-15:45 トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) 休み時間 15:45-16:00 午後3時間目 16:00-17:30    アクティビティー/自由時間 
昼休み 11:45-12:30   ランチタイム   



 

 

EC Timetables  
USA - SD & BOS 

■週２０レッスン受講生：トピック制総合学習＆スキル別トレーニング ■週２４レッスン受講生：トピック制総合学習＆スキル別トレーニングに加え、週に２日の選択科目授業受講 ■週３０レッスン受講生：トピック制総合学習＆スキル別トレーニングに加え、毎日の選択科目授業受講  ※選択科目の時間帯は、選択科目１(11:35-13:05)はたは選択科目２(13:10-14:40)のどちらかの時間帯から選んで受講します。 ※Ａ/Ｂどちらのグループに属するかは初日のレベルテストの結果で決まり、２週目以降も同じグループの時間帯での受講となります。 ※時間割は固定制ですが、レベルやコース変更に合わせて別時間割に入ることがあります。 *上記時間割表は、*上記時間割表は、*上記時間割表は、*上記時間割表は、学生数や諸事情により今後変更になる場合もあります学生数や諸事情により今後変更になる場合もあります学生数や諸事情により今後変更になる場合もあります学生数や諸事情により今後変更になる場合もあります 

  月 火 水 木 金 午前１時間目 08:15-09:45 トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) 休み時間 09:45-10:00 午前２時間目 10:00-11:30 午前3時間目  または    午後1時間目 11:35-13:05 昼休み 選択科目１ 昼休み 選択科目１ 昼休み 選択科目１ 昼休み 選択科目１ 昼休み 選択科目１ 13:10-14:40 選択科目２ 昼休み 選択科目２ 昼休み 選択科目２ 昼休み 選択科目２ 昼休み 選択科目２ 昼休み 午後２時間目 14:45-16:15 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 リーディング・                     ライティング等の                  スキル別トレーニング 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 リーディング・                     ライティング等の                  スキル別トレーニング 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 休み時間 16:15-16:30 午後３時間目 16:30-18:00    アクティビティー/自由時間   月 火 水 木 金 午前１時間目 08:15-09:45 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 リーディング・                     ライティング等の                  スキル別トレーニング 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 リーディング・                     ライティング等の                  スキル別トレーニング 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 休み時間 09:45-10:00 午前２時間目 10:00-11:30 午前3時間目または    午後1時間目 11:35-13:05 昼休み 選択科目１ 昼休み 選択科目１ 昼休み 選択科目１ 昼休み 選択科目１ 昼休み 選択科目１ 13:10-14:40 選択科目２ 昼休み 選択科目２ 昼休み 選択科目２ 昼休み 選択科目２ 昼休み 選択科目２ 昼休み 午後２時間目 14:45-16:15 トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) 無料授業/自習                 アクティビティー                     自由時間 トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) 休み時間 16:15-16:30 午後３時間目 16:30-18:00   アクティビティー/自由時間 
ＥＣ無料英語授業ＥＣ無料英語授業ＥＣ無料英語授業ＥＣ無料英語授業: : : :     会話クラブや発音クリニック、テーマ別講座等、授業以外の時間も利用して、さらに学びたい、英語が使いたいという学生のための無料授業。具体的なスケジュールは学校で案内を確認して申し込むようにしてください。また放課後には空き教室や自習室＆資料室を利用しての自習も可能です。 

選択科目学習選択科目学習選択科目学習選択科目学習: : : :     スピーキング強化、ボキャブラリー強化、音楽を通じて学ぶ英語、映画を通じて学ぶ英語、グローバルシチズンシップ、ビジネス英語等、各自の弱点克服や、興味に合わせて英語を学ぶための時間帯。コミュニケーション重視の総合学習との組合せで、更に効果的に英語力を伸ばします。 
トピック制総合学習トピック制総合学習トピック制総合学習トピック制総合学習: : : :     「家族」「メディア」「スポーツ」等、様々なトピックを題材に、それについて話し、読み、また読んだ内容についてディスカッションをしたり、そこに出てくる文法を確認、語彙を広げたり深めたりする授業時間。日本での「文法」「語彙」「会話」等に分けられた勉強法では、会話ができるようにならなかったという皆さんにお勧めの学習法です。 

この時間割表では、学生１人１人のペースに合わせて午前と午後の時間を有効に使えるのが特徴。午後から授業の日にはラッシュアワーを避けてゆっくり通学したり、午前中空いている観光地に行ったりするのもおすすめです。またクラス授業の無い時間帯には、無料授業に参加したり、自習室でその日の予習や復習をしたりすることもできるので、朝から夕方までしっかりと学校で勉強したい方にもぴったりです。 

時間割表Ｂ 

時間割表Ａ 



 

 

EC Timetables   
USA - Washington D.C., Fredonia & Oswego 

*上記時間割表は、*上記時間割表は、*上記時間割表は、*上記時間割表は、学生数や諸事情により今後変更になる場合もあります学生数や諸事情により今後変更になる場合もあります学生数や諸事情により今後変更になる場合もあります学生数や諸事情により今後変更になる場合もあります ＥＣ無料英語授業ＥＣ無料英語授業ＥＣ無料英語授業ＥＣ無料英語授業: : : :     会話クラブや発音クリニック、テーマ別講座等、授業以外の時間も利用して、さらに学びたい、英語が使いたいという学生のための無料授業。具体的なスケジュールは学校で案内を確認して申し込むようにしてください。また放課後には空き教室や自習室＆資料室を利用しての自習も可能です。 
選択科目学習選択科目学習選択科目学習選択科目学習: : : :     スピーキング強化、ボキャブラリー強化、音楽を通じて学ぶ英語、映画を通じて学ぶ英語、グローバルシチズンシップ、ビジネス英語等、各自の弱点克服や、興味に合わせて英語を学ぶための時間帯。コミュニケーション重視の総合学習との組合せで、更に効果的に英語力を伸ばします。 

トピック制総合学習トピック制総合学習トピック制総合学習トピック制総合学習: : : :     「家族」「メディア」「スポーツ」等、様々なトピックを題材に、それについて話し、読み、また読んだ内容についてディスカッションをしたり、そこに出てくる文法を確認、語彙を広げたり深めたりする授業時間。日本での「文法」「語彙」「会話」等に分けられた勉強法では、会話ができるようにならなかったという皆さんにお勧めの学習法です。 

  月 火 月 木 金 08:30-10:00 トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) リーディング・                     ライティング等の                  スキル別トレーニング トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) リーディング・                     ライティング等の                  スキル別トレーニング トピック制総合学習  英語コミュニケーション(スピーキング) 10:00-10:15                     (休み時間) 10:15-11:45 11:45-12:30 ランチタイム 12:30-14:00 選択科目  無料授業/自習/ アクティビティー/自由時間 
ワシントンD.C.校(全生徒共通) 

  月 火 月 木 金 08:30-10:00 トピック制総合学習  アカデミック                    コミュニケーション リーディング・                     ライティング等の                  スキル別トレーニング トピック制総合学習  アカデミック                    コミュニケーション リーディング・                     ライティング等の                  スキル別トレーニング トピック制総合学習  アカデミック                    コミュニケーション 10:00-10:15                     (休み時間) 10:15-11:45 11:45-12:30 ランチタイム 12:30-14:00 大学進学アカデミック英語/選択科目/GRE対策  無料授業/自習/ アクティビティー/自由時間                                                                現地大学生との交流イベント・ボランティア参加等 ■週２０レッスン受講生：０８：３０～１１：４５   ■週３０レッスン受講生：０８：３０～１４：００ 

ＥＣオンキャンパス／ニューヨーク州立大学フレドニア＆オスウェゴ校(全生徒共通) 


