granville island 3km
stanley park 3km
whistler 120km
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出発前＆授業初日案内

Distance from EC

st

ECバンクーバー

緊急連絡先* (学校の開いていない時間専用)
+1 604 773 0488 *事情により通話中、またはすぐに電話に出られないこともあ
るので、その場合にはしばらくしてからかけ直して下さい。

空港送迎専用緊急電話：+1 604 988 7639
空港送迎緊急SMS/WhatsApp用番号：+1 778 773 5466

学校電話番号 +1 604 683 1199 月-金 午前8:15–午後6:00

出発前に

ECオンライン開始

ECオンラインは、みなさんのECでの英語学習をサポートするための総合オンラ
インツールです。
ECオンラインで出来ること
- オンライン事前ラーニングが無料で始められる
- レベルチェックテストを受けて、スタート時の自分の英語力が把握できる
- アンケートに答えて留学の目的などを、事前にECに伝えられる
- 同じ時期にECで勉強する他の留学生たちが探せ、Facebookを通じて
日本にいる間からスクールメートたちとつながれる

到着

空港到着
ECの空港送迎サービスが利用できる時間帯
午前8時から午後8時頃に到着する航空便をご用意の上、ECの空港送迎
サービスをご利用ください（時間外到着の場合には、利用可否について、別途事前
にECにお問い合わせください。）

ECの空港送迎サービス申し込み時に必要な情報
利用航空便の航空便名、到着予定時間、ターミナル名、出航地を、現地
到着の２週間前までに、ECにお知らせください。
空港に着いたら
荷物を受け取って2ヶ所の自動ドアを抜けたところに、2つの木像が立っている
場所があり、そこでECロゴの入った黄色いサインを持ったスタッフがお待ちして
います。
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ECオンラインの利用方法
ECオンラインはECへのお申し込み完了と同時に可能です。ECから送られるお
申し込み確認書に記載された、Student Reference Numberを使って、
利用を開始してください。ECオンラインで出来ること詳細、及びログイン方法
詳細については、別途資料をご参照ください。〈資料リンク〉
※EC Fusion6/12
英語の留学準備をもっとしっかりしたい場合は、ECオンラインの機能に加え、
出発前オンライン英会話(グループ＆個人)や帰国後オンライン英会話などが
受けられるEC Fusion6/12が、追加料金で受講可能です。〈資料リンク〉

空港スタッフが見つからない場合には
10分ほど様子を見ても空港スタッフが見つからない場合には、インフォメーシ
ョンデスクの電話、または自分の携帯電話等を利用して、 +1 604 988
7639に電話をし、その指示に従ってください。(2018年1月より新番号)
飛行機に乗り遅れたり、到着が大幅に遅れたりする場合
+1 604 988 7639に電話、またはSMS/WhatsAppで+1 778 773
5466にメッセージを送り、新しい航空便情報や、到着時間をお知らせくださ
い。事前連絡が無いと、空港送迎費用が２重に発生してしまいます。
会話例：My name is (Hanako Suzuki). I am from (Japan).
- I cannot find my EC representative. I am at the information
desk.
-My flight has been changed. My new flight number is
(1234) arriving at (time).

ch
ga

絡を入れるようにしましょう。
自分で滞在先に向かう場合には
SkyTrain, Canada Lineを利用、または空港から直接タクシーが利用でき
ます。タクシーを利用する場合、料金は行き先に応じた固定料金になっていま
す。http://www.yvr.ca/en/getting-to-from-yvr/taxis.aspx.
ECの滞在先への到着
滞在先に到着したら
ホームステイ滞在でも学校寮滞在でも、滞在先について分からないことがあっ
たら、遠慮なくホストファミリーや、寮のスタッフ、ルームメートなどに質問してくだ
さい。また現地到着後に日本への連絡を約束してきた場合には、忘れずに連

学校初日

学校への行き方
ECで滞在先を申し込んでいる場合には、滞在先資料に行き方が記載され
ています。よく分からない時には、ホストファミリーや寮の人たちに遠慮なく質問
してください。
自分で滞在先を用意している場合
学校から最寄のSkyTrain lines、駅名は以下の通りです
- Canada Line (Vancouver City Centre Station)
- Millennium Line (Granville Street Station)
- Expo Line (Granville Street Station)
また公共バスの利用も可能なので、下記リンクのTrip Plannerを利用して、
学校への行き方を検索してみてください。
http://www.translink.ca/
学校初日の登校時間 午前8:30
持ち物
• パスポート及びeTA等 カナダへの入国許可が確認できる書類
• 海外旅行/留学保険証書(英文)
• クレジットカード(学校寮をお申し込みの場合、デポジット支払い用)

ECサンデー・アクティビティー
到着翌日、週末の過ごし方
現地に到着してすぐの日曜日、初めての海外で一人での行動は不安、早く他
の新入生やECスタッフに会ってみたいという方は、ECのサンデー・アクティビティー
にぜひ参加してください。学校の集合場所にさえたどり着ければ、あとはウォーキ
ングツアーや、ランチ、ディナーなどに参加するだけ。分からないことなども、この時
にECスタッフに質問できます。
サンデーアクティビティーの詳細については、到着の２週間前を目安に、ECオン
ラインの”イベント”欄から確認可能です。

授業初日のスケジュール
細かい１日の日程は、学校到着後に案内されますが、授業初日の１日に
行われる内容は以下の通りです。
• スケジュール案内
• オリエンテーション
• 会話＆作文チェック。事前レベルテストを受けていない場合にはフルテスト
• ‘How We Learn’ – ECではどうやって英語を勉強するのか、どうしたら上
達が早くなるのかを知るためのセッション
• ‘Living in our City’ – バンクーバーの見どころや、バンクーバーで上手に
生活するためのヒントの詰まったセッション
• 学校ツアー
• ウェルカムイベント
学校初日の終了時間 午後4:00頃（変動することもあります）
翌日以降の時間割
レベルテストの結果に応じて時間割が決まり、授業初日に案内されます。
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：週20レッスン分の授業+週2回の選択科目
週30レッスン受講生：週20レッスン分の授業+週5回の選択科目

時間割表例
月曜日

08:30-10:00

授業

10:00-10:15

休み時間

10:15-11:45

授業

11:45-11:50

休み時間

11:50-13:20

授業

13:20-13:25

休み時間

13:25-14:55

授業

14:55-15:00

休み時間

15:00-16:30

授業

16:30-16:45

休み時間

16:45-18:15

授業

火曜日

トピック制総合学習

水曜日

木曜日

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

金曜日

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

（コミュニカティブメソッド）
英語コミュニケーション

選択科目

無料ワークショップ

選択科目

無料ワークショップ

選択科目

無料ワークショップ

選択科目

無料ワークショップ

選択科目

無料ワークショップ

スキル別トレーニング
（スピーキング・）
ライティング等)

スキル別トレーニング
（スピーキング・）
ライティング等)

※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
※時間割表は事前の予告無しに変更になる場合もあります

月曜日が休日の場合 祝日は全て休校となり、月曜日が祝日の場合には、翌火曜
日が学校初日となります。2018年の休日は以下の通りです。
2018年 - 1月1日、2月12日、3月20日、5月21日、7月2日、8月6日、
9月3日、10月8日、11月12日、12月25日、12月26日

www.ecenglish.com

その他 悪天候やストライキ等で、月曜日に学校の授業が行われるか分からない場合
には、バンクーバー校Facebookページを通じて最新情報を確認してください。

