
日 本 で 海 外 留 学 し よ う 。

国内留学・英語合宿なら



国内留学とは英語を話せるようになるという目標

のために海外留学と同じカリキュラムを

日本国内で受講できる国内留学プログラムです。

コロナウイルスの影響で海外留学のリスクが

浮き彫りとなりましたが、

ECヴィレッジでは日本国内（大阪府泉佐野市）に

拠点があるため、治安や医療面でも安心・安全に

留学をして頂けます。

海外留学の醍醐味である人と人との繋がりや英語学習以外の

様々な体験やスキルを身に付けて頂けることも

ECヴィレッジであれば可能です。

1. 英語に対する強い苦手意識を取り払う
2. 英語を使って好きなものについての発表や議論ができる
3. ビジネスシーンにおける実践的な英語スキルを身につける
4.TOEIC スコアを短期間で向上させる
5. 英語を通じて様々な人と出会い、家族のような環境で交流を深められる
6. 田舎ならではのアクティビティーを通して、心も体もリフレッシュできる

【学習成長のプロセス　現場の考え方】

Concep
t

国内留学とは？

ECヴィレッジ国内留学で得られるもの　

学生に話をさせる
機会をたくさん作る

STEP1
出来た！という感覚を
つかんでもらう

STEP2
自分に何が足りないのか

知り始める

STEP3

ヴィレッジが提供するカリキュラム
　つのコンセプト



【短期間でも確実に感じられる成長の 3 つの理由】

1.1 日に 5コマ以上のレッスンを実施し、短期間で集中的に英語を伸ばす

2. プレゼンテーション（コースによる）の準備レッスンを毎日進め、最終日に全体発表 ( ビデオ撮影）

3. 平日の朝に実施される単語テストは 1日に 25 単語の暗記を目指す

4. 留学開始前と留学終了時にそれぞれレベルテストを実施し、英語力の伸びを把握

　（留学期間が 4週間以上の方）

5. 週末は田舎ならではの自然アクティビティ（不定期開催）を実施

6. 現地にいる海外経験豊富なプロの英語講師が、グループレッスン・英語プレゼン準備をサポート

7. 幅広い年齢層の参加者と共同生活を通してかけがえのない人生交流の機会を提供

2020 年に世界中でパンデミックを起こした新型コロナウイルスの影響で突如とし
て多くの学生たちが海外留学に行けない状況になりました。

当初は数カ月で終息するだろうと見込まれていましたが、全く終息の兆しが見え
ず、やむを得ず海外留学をキャンセル、断念せざるを得ない方が大勢いる状況下で、
私たちは日本の中で海外留学と同じような場をなんとか提供できないかと模索す
る毎日でした。

「今しかない時間の中で、海外留学を諦めてほしくない！」

そして 2020 年 8月、日本国内で海外留学と同レベルの英語レッスンを受講できる
国内留学を考案し新事業を立ち上げるに至りました。

そして、どうすれば快適に英語学習に集中できる空間を作ることができるかを軸に
考えた結果、のどかな古民家にキャンパスを構えることにしました。

分、徒歩圏内にスーパーマーケットや飲食店などがある泉佐野市で ECヴィレッジ
は、国内留学を運営することとなりました。

英語学習はもちろんのこと、共同生活を通して様々な人達との出会い・交流などを
通して人として大きく成長する場として、ECヴィレッジが皆様にご利用頂けたら幸
いでございます。

Featur
e

EC ビレッジ設立の背景

ECヴィレッジが提供する
カリキュラムの特徴

毎日約 6時間の英語学習
＋平日朝の単語テスト

マンツーマン＋実績のある
語学学校のカリキュラム

＋優秀な講師

国内なのに常に英語を
話さなければいけない環境



カリキュラム提携校のご紹介
～フィリピンにある老舗語学学校と共同制作のカリキュラム～

実績①　全体で 500 名以上の講師が稼働
実績②　IELTS と TOEIC の公式テストセンターに認定
実績③　日本の大学や法人様にサービスを提供

特徴 ・英語講師の質が高い
・多くの方の留学を受け入れており、実績が豊富→延べ 30,000 人の留学生の受け入れ実績
・大人～高校生まで、幅広い層に受け入れられるカリキュラムと運営体制

講師 ・講師陣は豊富な経験を持ち合わせた人材のみ
・日本人の英語学習者に対する理解が深い
・TOEIC/IELTS など、テストの教育方法にも精通



EC ヴィレッジが提供するコースの紹介
Course & Curriculum

E S L 一般英語

グループクラスについて
Group class

グループクラスはオフラインで開催されます。
初級、中級でレベル分けされます。
発音授業、映画ワンシーン授業、CNN 授業、単語ゲーム授業
など、日替りで開催されます。
参加人数が 3 名以下の場合は、グループクラスは開催されず
代わりにオンラインマンツーマンレッスンが提供されます。

スピーキング４

マンツーマン 1 コマ：4 0 分
グループ 1 コマ：5 0 分

4 コマ：オンライン
　　　   マンツーマン
1 コマ：グループ
1 コマ：単語テスト
1 コマ：自習

5 コマ：オンライン
　　　   マンツーマン
1 コマ：グループ
1 コマ：単語テスト
1 コマ：自習

スピーキングに焦点を当てた
一般英語力を幅広く
カバーするコース。

スピーキング 4 コースよりも
1 コマ多いコース。

短期間で集中的にレッスンを
受けたい方にお勧め。

スピーキング５

TO E I C 対策

TO E I C４
TOE IC スコアアップに焦点を当てた

コース。
500 ～ 700 点を目指します。

TOE IC４コースよりも 1 コマ多い
コース。

短期間で集中的にレッスンを
受けたい方にお勧め。

TO E I C５

週 末 留 学

週 末 留 学
3 コマ：オンライン
　　　   マンツーマン
2 コマ：グループ

スピーキングに焦点を当てた

一般英語力を幅広く

カバーするコース。

2 日間集中的に英語を学ぶ

合宿スタイルです。

4 コマ：オンライン
　　　   マンツーマン
1 コマ：グループ
1 コマ：単語テスト
1 コマ：自習

5 コマ：オンライン
　　　   マンツーマン
1 コマ：グループ
1 コマ：単語テスト
1 コマ：自習



01
curriculum 一般英語コース

コースの概要

ESL コースは、スピーキング力向上に焦点を当て、基礎的な英語力を身に着けるコースです。

英語に対する強い苦手意識を超短期で取り払い、英語を使って好きなものについての発表や議論が出来るレベルを目指します。

レベルによって、レッスン内容を変更します。

初級 ESL コースでは、まずオールイングリッシュでレッスンをしっかり受けられるよう対策を進めていきます。

中上級 ESL コースでは、英会話だけでなく４技能レベルで英語力のベースを底上げしていく対策を進めていきます。

・スピーキング、リスニングを中心に
　全体的な英語力を底上げしたい方
・まとまった時間があり、短期間でがっつり英語を学びたい方
・海外留学前の準備をしたい方
・英語学習仲間の繋がりが欲しい方

E S L コースがおすすめの方

ESL Course

スピーキング４ スピーキング 5

MTM
4コマ

MTM
5コマ

GRP
1コマ

単語
テスト

自習

スピーキング、発音
パターン英語
リスニング

イディオム・語彙

発音授業、映画ワンシーン授業、
CNN 授業、単語ゲーム授業など日替わりで開催

英単語・英文法をテスト

予習、復習、homework

スピーキング、発音
パターン英語
リスニング

イディオム・語彙
ディスカッション

マンツーマン 1 コマ：4 0 分
グループ 1 コマ：5 0 分

オンライン オンライン



02 一般英語ライトコース

コースの概要

英語初心者の方やテレワーク対応が可能な社会人の方やフリーランス向けのコースとなっています。

しっかりと英語を学びつつお仕事などができる時間をしっかり設けているため他の事をしながら英語を学ぶことが可能なコースとなります。

E S L ライトコースがおすすめの方

curriculum

ESL Light Course

E S L  L i g h t

MTM
2 コマ

GRP
1コマ

単語
テスト

自習

発音授業、映画ワンシーン授業、
CNN 授業、単語ゲーム授業など日替わりで開催

英単語・英文法をテスト

予習、復習、homework

マンツーマン 1 コマ：4 0 分
グループ 1 コマ：5 0 分

スピーキング、発音
パターン英語
リスニング

イディオム・語彙

オンライン

・社会人の方でテレワークなどネット環境があれば
   自宅以外で仕事ができる方
・フリーランスの方



03 TOEIC 対策コース

コースの概要

TOEIC 対策コースは、短期間でキャリアや進学の際に必要なスコアを狙うコースです。

過去の実績をもとに、成果に拘ったカリキュラムを使用し、レベルによって、レッスン内容を変更します。

TOIEC コース (500 点以上 ) では、基礎的なリーディングとリスニングの演習を通し、TOEIC に必要な単語力や語法を身に付けます。

TOEIC コース (700 点以上 ) では TOEIC の各パート毎に本格的な対策を進め、特に短期でもスコアアップが望める Reading Part5 と

リスニングに焦点をおき対策します。

・TOEIC のスコアアップを目指す方
・まとまった時間があり、短期間でがっつり英語を学びたい方
・昇進、進学、就活で TOEIC スコアを上げる必要がある方

T O E I C コースがおすすめの方

curriculum

TOEIC Course

T O E I C４ T O E I C 5

MTM
4コマ

MTM
5コマ

GRP
1コマ

単語
テスト

自習

TOEIC リーディング
TOEIC リスニング
イディオム・文法
ディスカッション

TOEIC リーディング 1
TOEIC リーディング 2
TOEIC リスニング
イディオム・文法
ディスカッション

発音授業、映画ワンシーン授業、
CNN 授業、単語ゲーム授業など日替わりで開催

英単語・英文法をテスト

予習、復習、homework

マンツーマン 1 コマ：4 0 分
グループ 1 コマ：5 0 分

オンライン オンライン
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Weekend Course

週末留学コース

コースの概要

週末留学コースでは、　” 将来的に海外留学を検討している方 ”　や　” 英語を話せるようになりたいが、何をすればよいか分からない方 ”

” お子様に英語を学ばせたい方 ”　など英語初心者向けのコースとなります。

一般英会話コースと同様にスピーキング向上に焦点をあてレッスンを行います。

英語に対する強い苦手意識を短期間で取り払い、英語を使い自分の言いたいことを伝えられるレベルを目指します。

・学業、仕事で忙しく、週末のみ留学したい方
・英語のアウトプットの機会が欲しい方
・留学前のプレ留学として、英語に慣れておきたい方

Weekend コースがおすすめの方

土曜日 日曜日

MTM
3コマ

MTM
3コマ

GRP
2コマ

単語
テスト

自習

スピーキング
リスニング

ディスカッション

スピーキング
リスニング

カンバセーション（会話）

発音授業、映画ワンシーン授業、
CNN 授業、単語ゲーム授業など日替わりで開催

なし

予習、復習

マンツーマン 1 コマ：4 0 分
グループ 1 コマ：5 0 分

オンライン オンライン



Schedule
スケジュール

ESL コース／ TOEIC 対策コース

週末留学コース

到着初日のスケジュール（月曜入寮） 平日のスケジュール

 8:00-9:00

9:00-9:50

10:00-12:00

12:00-13:00

13:00-16:00

16:00-16:50

18:00以降

 起床＆朝食

義務自習

オンライン
マンツーマン及び
グループレッスン

昼食

オンライン
マンツーマン及び
グループレッスン

英語コーチングテスト

夕食、自由時間

到着初日のスケジュール（土曜入寮） 日曜日のスケジュール

※コースやレッスン数によってスケジュールが変更になるケースがあります。
※土曜のアクティビティーは自由参加となります。    ※土日及びフィリピンの祝日はレッスンございません。

※コースやレッスン数によってスケジュールが変更になるケースがあります。
※急遽、スケジュールが変更になる可能性もございますので予めご了承下さい。

 13:00

13:30-14:00

14:00-14:40

15:00-15:50

16:00-16:50

17:00-17:40

18:30-19:30

20:30以降

 ECヴィレッジ集合

自己紹介
オリエンテーション

オンラインマンツーマン

グループレッスン

英語コーチング

オンラインマンツーマン

夕食

自由時間

 10:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00

13:00-13:40

13:50-14:30

14:40-15:20

15:30-16:20
16:30-17:20

17:20以降

 ECヴィレッジ集合

オリエンテーション開始

自己紹介

昼食

オンラインマンツーマン

オンラインマンツーマン

オンラインマンツーマン

グループレッスン

グループレッスン

自由時間＆夕食

 8:00-9:00
9:00-9:50

10:00-10:50
11:00-11:50

12:00-13:00

13:00-13:40

13:50-14:30

14:40-15:20
16:00-17:00

17:00以降

起床＆朝食

グループレッスン

グループレッスン

自由時間

昼食＆自由時間

オンラインマンツーマン

オンラインマンツーマン

オンラインマンツーマン

フェアウェル（卒業）パーティー

退寮



05
curriculum TOEIC® 短期集中講座（合宿）

大阪府泉佐野市で開催の T O E I C 合 宿

同じ目的・目標を持った仲間たちと切磋琢磨し、6日間の短期住み込みで 1日

10時間の集中学習を行います。

ECヴィレッジの TOEIC 合宿プランは少人数制の対面授業を採用しつつ破格の

価格設定となっております。

日本人の TOEIC プロ講師から個別アドバイス相談も受けることができます。

朝食と昼食は無料で提供しているため、家事の時間を極力減らし、勉強時間を最

大化することができます。

1週間で100点以上のスコアアップを
目指す住み込み型
TOEIC® L&R 集中合宿プランです。

なぜたった6日間でTOEIC®L&R のスコアが上がるのか？

・短期間で TOEIC®L&R スコアをできるだけ伸ばしたい　　・昇給、転職でスコアが今すぐ欲しい

・TOEIC 対策の個別アドバイスが欲しい　　・費用を抑え日本国内で安全に学びたい
T O E I C ® 短期集中講座（合宿）
がおすすめの方

1 第 2言語習得論をもとに作られた
独自カリキュラム

記憶を効果的に利用するには脳の構

造を理解する知識が必要です。

ECヴィレッジでは、応用言語学の

一分野とみなされる、心理学や教育

学など様々な分野を考慮し作成され

たオリジナルカリキュラムを提供し

ます。

2 個別アドバイスで弱点克服、
学習の効率化

苦手とする科目、過去の英語学習の

バックグラウンドは人ぞれぞれで

す。

TOEIC 専門講師が、あなたの弱点を

洗い出し、スコアアップする為の最

短の学習プランを提案し、合宿終了

後も自走できる状態を目指します。

3 採用倍率 5%以下の
精鋭 TOEIC プロ講師陣

多数の応募から厳しい選考を合格し

た講師が、あなたの TOEIC 専門講

師として学習をサポートします。審

査基準は、TOEIC スコア 940 点以上、

TOEIC 講師としての歴が 5年以上、

コミュニケーション能力など多岐に

わたる審査基準をクリアした講師の

みを採用しています。

4 1 日 10 コマのスパルタレッスン

滞在中は、朝 9時から夜の 9時ま

でみっちりと学習プランが組み込ま

れています。

少人数グループ講座に加え、演習時

間を確保することでテクニックを

知っている状態から使える状態まで

もっていきます。



■ TOEIC® 短期集中講座（合宿）の一日のスケジュール

TOEIC® 短期集中講座（合宿）スコアアップ実績

※コースやレッスン数によってスケジュールが変更になるケースがあります。
※急遽、スケジュールが変更になる可能性もございますので予めご了承下さい。

ECヴィレッジが

提供する

短期集中講座では、

たった 6 日間で

を目指します。

スコア100点UP

名前

スコア

UP点数

S.M さん

615 点
→750点

135点UP

T.K さん

660 点
→825 点

165点UP

S.Y さん

630点
→795 点

165点UP

I .D さん

445点
→590点

145点UP

T.Y さん

645点
→800点

155点UP

S.S さん

470点
→565 点

95点UP



日本人スタッフによる英語コーチング
サポートプログラムの提供

program

返金保証制度についてsystem

ECヴィレッジの英語コーチングでは
　海外留学で授業についていける

　国際交流を楽しむことができる

　海外での生活に不自由しないレベルの英会話力を身につける

事を目標とする英語学習を計画し実践するための英語コーチング
（学習計画サポート）プログラムを提供しています。

日本国内で海外留学と同等の英語学習プログラムを提供している ECヴィレッジでは 12 週間以上の
留学期間で英語力（スピーキング）が伸びなかった場合、授業料について全額返金をする保証制度を設けています。

まだまだ国内留学という言葉が認知されていない現在、海外ではなくても果たして本当に英語力が身に付くのか？

そのような疑問や不安を持っている方に国内留学で自信をもって安心して留学をして頂きたい、実際に英語力が向上すること証明したい
という思いの一心で ECヴィレッジは授業料の返金制度を提供しております。

万一、英語力が向上しなければご授業料について全額返金をさせて頂いておりますのでご安心して国内留学に挑戦をして頂ければと思い
ます。

文法文法
1.

単語単語
2.

中学文法を「知っている」方は多いですが、「使う」となるとほとんど
の方が苦戦します。
英語コーチングでは、日本語を全て瞬時に英語で表現できるレベルを目
指します。

例として次の日本語を２秒以内に英語で発話してみましょう。
『私が先週あなたに見せた写真を覚えていますか？』
２秒以内となるとなかなか難しいのではないでしょうか？
中学文法が確立されているだけで、英会話は十分できるようになります。
しかし、多くの方が中学英語の知識を知っているのに、自然に会話する
ことができません。
共通している課題として、基礎文法知識がまだ「思い出しながら使う」
レベルに留まっていることにあります。

ECヴィレッジのコーチングプログラムでは中学の文法を深く理解し「思
い出しながら使う」から「考えなくてもスラスラ出てくる」レベルを目
指します。

日本語訳を見て瞬時に英語で
表現できるレベルを目標にする

単語の記憶レベルは基本的に以下の４つに分類されます。
①知らない・見たこともない単語
②見たことはあるけど思い出せない・曖昧な単語
③わかるけど、思い出すのに時間がかかる単語
④一瞬で意味がわかる単語 (dog/chair など日本語訳を考えるのもバカバ
カしいレベルが理想 )

・単語学習の４段階のうち、1-3 は実際の英会話には使えません。しかし、
多くの人が単語学習を 2-3 程度のレベルでやめてしまっているのが事実
としてあります。

ECヴィレッジの単語強化プログラムは上記の 1及び 2-3 の単語を一瞬で
意味が思い出せるレベルにまで単語力を高めることで、実際の英文で出
会ったらすぐに理解できる→学習効果を感じる→もっと勉強したくな
る、というサイクルを作ることを目標とします。

「一瞬で意味を思い出せる」を
目標にする

R e f u n d  s y s t e m

12 週間以上の国内留学で英語力が上がらなければ

授業料全額返金‼



GALLERY
ECヴィレッジの
施設紹介

農 業 体 験
株式会社 泉州アグリ様
野菜の生産・加工・販売までの本格的な農業体験ができます。

またインターネットを使った泉州野菜の販売 ( マルシェ ) では農業体験
しながら以下の幅広いスキルを身に着けることができるので、
将来的に地方移住やフリーランスを考えている方にもおすすめです。

身に付くスキル：
文章記事作成（ライティング）・写真撮影・農家への取材スキル・発送
作業・コミュニケーションスキル・野菜の知識・E コマース（電子商取引）
など

▲ECヴィレッジ外観
昔ながらの日本家屋の古民家をドミトリーとして使用。
縁側があり風情のある環境で英語を学べます。

ジムスペース▶
付設のトレーニングジムでは
筋トレやボクササイズ
ヨガなどを無料で
行って頂けます。 部屋 ( 寝室 )・共有スペース・キッチン・玄関・

トイレ・風呂・洗面台・庭・洗濯場・ガレージなど



一般社団法人農
labo ファクトリー様
「農を知る」をテーマに農福連携・援農ボランティア・環境保全型農業など
学生と地域がつながる農業活動を行います。
(※農福連携 : 農業と福祉をつなぎ、障害者の社会参画を目指す取り組みの
こと )

月 1 回程度でイベントを開催しており、収穫した野菜を使った料理教室や
女子会などを行っています。
参加者の 8 割以上が女性で、留学経験者や海外志向のある地元の高校生や
大学生が集まるので、同年代との友達づくりや交流ができます。

▲スタディスペース・ドミトリー
オンラインクラスはドミトリーで行われます。
畳のお部屋で落ち着いた空間です。

▼お風呂＆お手洗い
シャワーと浴槽が設置されています。
ヘアードライヤーの無料で貸し出し有り。

▼共有スペース
グループクラスとダイニングキッチンです。
学生同士が交流できる場として活用頂けます。



Question&Answer

よ く あ る ご 質 問
Q1. 授業スタイルはどのような感じでしょうか？

マンツーマンレッスンはオンラインで受講して頂きます。
精鋭のフィリピン人講師がマンツーマンであなたをサポートします。
グループレッスンについては日本人講師もしくはフィリピン人の講師が対面で行います。
日本人スタッフも現地宿に常駐しておりますので、ご質問等あればすぐに対応可能です。

Q2. 英語が全くできませんが入学・受講できますか？

入学条件は特にございませんのでどなたでもご入学していただけます。
むしろ国内留学の場合は英語力初級者の方が多く、切磋琢磨しながら学習できる仲間が
見つかります。

Q6. 近くにスーパーやコンビニはありますか？

はい、徒歩 10 分圏内にスーパーとコンビニがございます。また、自転車 20 分で
泉南ロングパーク（ビーチや商業施設）があり、週末は遊びに行かれる方も多いです。

Q3. オンライン授業でパソコンは必須ですか？
パソコンもしくはタブレットの持参をオススメしております。
スマホだと、画面が小さくレッスンを受けづらく感じる場合がございます。
もし、お持ちでない場合は貸し出し（有料）しております。

Q4. 滞在先で支払う費用はありますか？
ECヴィレッジではお食事に関して朝食と昼食のみ無料で提供しておりますが、夕食に
関しましては自炊か外食等をして頂く必要がございますので、その際の費用に関しましては
自己負担となります。
また授業がお休みの際に交遊費等に関しましても自己負担となります。
水道光熱費等については留学費用に含まれておりますのでお支払いの必要はありません。

Q5. 土日に授業は行われますか？

1週間以上のコースを選択肢していただいた方に関しては、基本的に週末の授業は行われ
ません。有料となりますが、追加授業を事前にお申込み頂いた場合には授業を受けることが
できます。週末コース（1 泊 2 日もしくは 2 泊 3 日）を選択いただいた方に関しては、土・日も
授業が行われます。

Q7. 自炊はできますか？

はい、一通りの調理器具はご用意がございますので自炊をして頂けます。

Q8. 駐車場はありますか？

はい、ございます。１日あたりの駐車料金は 300 円となります。


