
バランス重視コース	
	

 
適正レベル 	初級者-中級者	

1：1	 グループ	 追加クラス	

グループ	

合計	

4時間	 4時間	 2時間	 最大10時間	

授業構成	

解説	

マンツーマンとグループ授業をバランスよく用意したコース。	
当校は10種類に及ぶ豊富なグループクラスを提供しているので、生徒のニー
ズに合わせた授業のカスタマイズか可能。グループクラスの最大定員数は7

人なので、マンツーマンでは得られない実践的な英語力を話す機会がが多い
のが特徴だ。人前で話すことに自信を付けたい方には、おすすめする。	

平日外出	

可能	

レベルテスト	

月1回	

その他	
自習 ・単語テスト	

参加任意	-  講師の変更は、1週間ごとに可能。	
-  1人の講師が2時間連続でクラスを担当するユニークなスタイル	

-  入学後2週間目からグループクラスの追加が可能	
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Program A 	

人気No.2!	



マンツーマン重視コース	
	

 
適正レベル 	初級者-中級者	

1：1	 グループ	 追加クラス	

グループ	

合計	

6時間	 2時間	 2時間	 最大10時間	

授業構成	

解説	

マンツーマンクラスを重視したコース。グループクラスへの参加に自信が
なく、マンツーマンクラスを多めに受講したいという初級者に向いている。
英会話に慣れるのに最適。しかし、マンツーマンで習ったことを活かす場

として、グループクラスはコンバセーション、ライティング、パターン、リー
ディングといった発言をできる機会を取り入れると良いだろう。	

特に日本人の生徒から人気が高いコースだ。	

平日外出	

可能	

レベルテスト	

月1回	

その他	
自習 ・単語テスト	

参加任意	-  講師の変更は、1週間ごとに可能。	
-  1人の講師が2時間連続でクラスを担当するユニークなスタイル	

-  入学後2週間目からグループクラスの追加が可能	
6	
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Program B	

人気No.1!	



贅沢マンツーマンコース	
	

 
適正レベル 	初級者-中級者	

1：1	 グループ	 追加クラス	

グループ	

合計	

8時間	 -	 2時間	 最大10時間	

授業構成	

解説	

マンツーマン授業だけをご用意したコース。	
その名の通り、マンツーマンクラスだけを取りたい人や 
ビジネスマンにオススメ。	

平日外出	

可能	

レベルテスト	

月1回	

その他	
自習 ・単語テスト	

参加任意	-  講師の変更は、1週間ごとに可能。	
-  1人の講師が2時間連続でクラスを担当するユニークなスタイル	

-  入学後2週間目からグループクラスの追加が可能。	
7	
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Program C	



初級者-中級者	
	

新・ゆったり気ままコース	

適正レベル	

1：1	 グループ	 追加クラス	

グループ	

合計	

2時間	 2時間	 2時間	 最大6時間	

授業構成	

解説	

-  講師の変更は、1週間ごとに可能。	
-  1人の講師が2時間連続でクラスを担当するユニークなスタイル	
-  入学後2週間目からグループクラスの追加が可能	

その他	

長時間の授業が大変な方や安く留学したい方、予習と復習をきっちりやり
たい方にオススメする。実は、適度な授業時間のため、シニア層の方から
人気のあるコースだ。	
1日4時間のみの学習だが、予習と復習をきっちりやれる時間を確保でき
るのが最大の魅力だ。自分なりの英語学習方法を持っている人は、この

コースを選んでも十分英語力を伸ばすことができるだろう。	

平日外出	

可能	

レベルテスト	

月1回	

自習 ・単語テスト	

参加任意	

8	

Power	Speaking	キャンパス	

Program D	

シニア世代に人気！	



ワーキングホリデー準備コース	

1：1	 ワーホリ	
対策1：1	

グループ	 ワーホリ対策	
グループ	

追加クラス	

グループ	

合計	

2時間	 2時間	 2時間	 2時間	 2時間	 最大10時間	

授業構成	

解説	

平日外出	

可能	

レベルテスト	

月1回	

	
 
適正レベル 	初級者-中級者	

ワーキングホリデー対策クラスを特別に受講できる。	
授業内容は、マンツーマンで履歴書の書き方や面接の練習を行い、グループ
レッスンで仕事のロールプレイングレッスンなど実践的な英語スキルを学ぶ。
ワーホリで現地に行ってから困らないようにトレーニングしておきたい人におす

すめのコース。また、バランス重視コースなどと組み合わせることで、 
ワーホリに向けた計画的な学習環境が作れるのが最大の魅力。	

その他	
自習 ・単語テスト	

参加任意	-  講師の変更は、1週間ごとに可能。	
-  1人の講師が2時間連続でクラスを担当するユニークなスタイル	

-  入学後2週間目からグループクラスの追加が可能	
-  4週間で完結できるプログラム！	 10	
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Working Holiday ESL	

4週間完結型！	



ワーホリで使える！  
証明書がもらえる  
アクティビティ	

カフェでのバリスタインターン	

バギオ市内にあるカフェでインターンを体  
験できる。さらに、バリスタ流のコーヒーの作  
り方まで学べちゃう。	

開催日	

打ち合わせをし、週末に特別授業を開講。	
授業時間は1日7時間。3日分実施する。	

証書	

料金	

別途の料金表を参照	

学校とカフェからインターン修了証明書発  
行。ただし、3回のプログラム受講が必要。	

店舗	

バギオの人気カフェ「LUSSO」	



TOEIC×英会話コース	

1：1	 TORIC(R/L)	
グループ	

追加クラス	
グループ	

合計	

4時間	 4時間	 　2時間	 最大10時間	

授業構成	

解説	

-  講師の変更は、1週間ごとに可能。	
-  1人の講師が2時間連続でクラスを担当するユニークなスタイル	

その他	

平日外出	

可能	

レベルテスト	

月1回	

模擬テスト 
（月、水、金）	
強制：2時間	
単語テスト	

強制：平日	

	
 
適正レベル 	初級者-中級者	

TOEICのスコアアップと実践英会話力をどちらも伸ばしたい人におすす  
め。特徴は、マンツーマンでは通常の英語学習が受講できることだ。
TOEICで学んだ知識を実践で適応できるような力を試す場として使って

もらいたい。	
TOEICスピーキンググループはテスト対策と言うよりスピーキング力向上  

のために受講を奨励している。	

-  入学後2週間目からグループクラスの追加が可能	
12	
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TOEIC	



IELTS　 
目標スコア獲得コース	

1：1	 グループ 
（任意）	

単語テスト	

強制自習	

合計	

6時間	 2時間	 3時間	 最大11時間	

授業構成	

解説	

-  講師の変更は、4週間ごとに可能。（ランキングによる）	

その他	

 
 
適正レベル 	中級者-上級者	

IELTSのスコアアップを目指す人におすすめ。オリジナルの教科書と	

経験豊かな講師陣があなたのレベルにあった授業を提供しています。	

マンツーマン6時間スタイルで、日本人が苦手とされるスピーキングとライ
ティングに2時間ずつ重点を置いているのもポイント！	
また、追加可能なグループクラスで、スコアを伸ばしたい分野により重点
を置くことが可能です。	

模擬テスト	

毎週土曜日	

自習 ・単語テスト	

強制：3時間	

平日外出	

禁止	

-  1：1の割合はS:2時間、W:2時間、R:1時間、L：1時間	
-  マンツーマンクラスの追加は有料（5000ペソ）	

-  毎週土曜日に模擬テスト（スピーキングテストは金曜日）が行われる。	
14	
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Test Takers	



IELTS　点数保証コース	

1：1	 グループ	

（任意）	

単語テスト	

強制自習	

合計	

6時間	 2時間	 3時間	 最大11時間	

授業構成	

解説	

-  指定入学期間は、12週間（授業スタイルは、目標スコア獲得コースと同じ）	
-  講師の変更は、4週間ごとに可能。（ランキングによる）	
-  期間内に保証点数に届かなければ、その後実現するまで授業料が無料。	

-  週2回のスピーキングテストと毎日のライティングテストを実施（強制）	
-  毎週土曜日に模擬テストが行われる。	
-  オフィシャルスコアがない場合、学校で受ける入学試験の結果を反映する。	

ただし、6.5ポイント、7.0ポイント保証の場合は事前にオフィシャルスコアの提示

が必要である。	
	

その他	

 
 
適正レベル 	中級者-上級者	

模擬テスト	

毎週土曜日	

自習 ・単語テスト	

強制：3時間	

平日外出	

禁止	

保証点数	 5.5	 6.0	 6.5	 7.0	

受講条件	 4.0	 5.0-5.5	 6.0	 6.5	

15	
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Guarantee	



-  100％の出席率を達成すること。病欠する場合は医師の診断書を必要とする。	

- 公式テストは現地で必ず受講すること。試験日は8週目から10週目のいずれかバギオで行  

われる公式試験の受験日に受けることになる。なので、スケジュールの都合上、必ず指定

入学日にご留学されることを推奨する。	

- 模擬テストやライティングテスト、スピーキングテストは必ず全て参加すること。明らかに手  

を抜いていて点数が低すぎる場合は、受講していないものと判断する。	

-  15ポイント以上ペナルティーの点数をひかれてはならない。	

-  モジュールやプログラムの変更は不可。	

- もし保証点数に届かず延長する場合は、必ず月に一度公式テストを受講すること。もし差  

後に受講した時よりも点数が低かった場合、点数保証コースからは外れるものとする。	

 上記の条件をしっかり満たして初めて点数保証コースを受けられるものとします。	

 点数保証	
 コース規定	



Power Speaking 
グループクラス解説1 
	

-			 CNNリスニング 	-	英文法　-	パターン 　-	リーディング	
-				TOEICスピーキング  –	コンポジション  -	発音矯正  -	ネイティブ英会話	

通常のグループクラス	

専用グループクラス	

-				ワーキングホリデー対策クラス  –	TOEIC（R/L）	

IELTS用グループクラス	

15	

-BBCリスニング  –	IELTS用英文法＆ライティング　–IELTS発音矯正	
-IELTSスピーキング　–ブレインストーミング	

〜各ESLグループクラス〜	
・生徒のニーズに合わせて授業を	
提供できるように、10種類をご用意。	
（内2種類は専用クラス）	
・マンツーマンでは得られない、英語を	
話す機会が得られる。	
・最大定員数は、7人まで。	
・CNNリスニングは、JICが初採用。	
	
〜IELTS専用グループクラス〜	
・任意で参加が可能。しかも無料。	
・人気講師から指導が受けられる。	
・最大定員数は、6人まで。	
・希望者が多い場合までも、時間を分けて	
指導するので、最小人数は保証される。	
・最小人数の3人を満たない場合は、開かない	
場合もあり。	
・申請した場合、1ターム（1ヶ月）終了まで、途中で	
変更、棄権は認めません。	



Power Speaking 
グループクラス解説2 
	

通常のグループクラス	
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・PronunciaMon	class/発音矯正クラス　	
正しい発音の仕方を学び、単語毎の成り立ちや役割を知ることができる。	
	
・Reading	class/リーディングクラス	
文章を正しいペースで読む力がみにつけられる。英語の長文になれるためには必須。また、会話使われる語彙数も増やすことができるだろう。	
	
・Grammar	class/文法クラス	
英文法の法則や構成、意味を理解する。学習した英文法を実際の会話や文章の中でどのように利用するのか学ぶ。	
	
・ComposiMon	class/コンポジションクラス	
一貫性のある文章の作成に必要な技術を学びます。文法や文の構成、法則を学び、正確に文章表現ができるようになることを目的とする。	
	
・PaRern	class/パターンクラス	
日常生活で使用する頻度の高い英語表現や慣用句、熟語を学ぶことができる。様々なパターンの英文表現を学習することで、文法理解を深める。	
	
・ConversaMon	class/会話クラス	
ネイティブ講師との会話が可能で、日常の様々な場面や話題で使用する自然な英語の表現や発音を学ぶ。	
	
・CNN	listening	class/CNN	リスニングクラス	
アメリカのニュースを専門に扱うCNN放送局のファイルを使用し授業を行う。ハードな内容であるが、読解力、語彙力の向上を図る。	
	
・TOEIC	speaking	class/TOEICスピーキングクラス	
TOEICスピーキングテストの問題に沿い、プレゼンテーションや会議、電話意対応などの様々な場面での実践的な英語を主に学ぶ。	
	
	



Power Speaking 
グループクラス解説3 
	

専用グループクラス	

IELTS用グループクラス	
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・ワーキングホリデー対策	
ワーキングホリデー準備コース専門のグループクラス。講師や生徒同士でロールプレイングを行い、接客英語や面接練習といった実際に起こりえ
る場面での英会話を学ぶ。	
	
・TOEIC(リスニングとリーディング）	
TOEIC英会話コース専門のグループクラス。その名の通り、TOEICのリスニング部門とリーディング部門を2時間ずつ提供し、徹底的に鍛える。	

・BBCリスニング	
イギリスのニュース番組BBCを使用。ブリティッシュサウンドをメインとし、リスニングの向上を図る。	
	
・IELTS英文法	
IELTSの英文法理解を高める。それによって、正しいライティングを書くことにつなげることができるだろう。	
	
・IELTS発音矯正	
ハイスコアを取得するために、発音の理解を高めて、より外国人らしい発音を目指す。	
	
・IELTSスピーキング	
IELTSテストで出題されるスピーキングの問題を使用し、どのような回答をすれば良いのか、そのテクニックを取得する。	
	
・ブレインストーミング	
主にエッセイライティングを行い、文章構成力を鍛える。IELTSのライティングポイントが欲しい方には受けて欲しい。	



午前	 午後	

7:20	-	8:10	 朝食	
13:00	-	13:50	
14:00	-	14:50	 5・6限目（グループ）	

8:20	-	9:10	
9:20	-	10:10	 1・2限目（1：1）	

15:00	-	15:50	
16:00	-	16:50	 7・8限目（グループ）	

10:20	-	11:10	
11:20	-	12:10	 3・4限目（1：1）	

17:00	-	17:50	
17:50	-	18:50	

9・10限目	
（追加グループ）	

12:10	-	13:00	 昼食	 18:50	-	19:30	 夕食	

22：00	 門限	

Power Speakingキャンパス 
1日のタイムスケジュールモデル 
バランス重視コースを受講した例	
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※スケジュールの都合により、マンツーマンクラス、グループクラスが前後することもございます。	



午前	 午後	

6:30	-	7:20	 朝食	 13:00	-	13:50	 5間目（リーディング）	

7:20	-	8:10	 グループ	 14:00	-	14:50	 6間目（リスニング）	

8:20	-	9:10	
9:20	-	10:10	

1・2限目	
（ライティング）	

15:00	-	15:50	
16:00	-	16:50	 グループ※	

10:20	-	11:10	
11:20	-	12:10	

3・4限目	
（スピーキング）	

17:00	-	17:50	
17:50	-	18:50	 グループ※	

12:10	-	13:00	 昼食	 18:50	-	19:30	 夕食	

20：00-20：40	 単語テスト	

20：40-22：30	 強制自習	

Power Speakingキャンパス 
1日のタイムスケジュールモデル 
IELTS目標スコア獲得コースを受講した例	

※グループクラスへの参加は任意。ただし、午後のグループクラスに参加しない場合は、ファンクションホール
にて必ず自習をする必要がある。	
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