
 

Pre-IELTS コース 

 

マンツーマン 50 分×4 グループ 50 分×3 

オプション 50 分×1 義務⾃習 120 分 

 

IELTS を学習したいがまだ英語レベルが少し⾜りない⽅の為のコースです。ESL と IELTS を合わせた留学

カリキュラムで運営されます。学習者の英語レベルにより変わる場合があります。 

 

■マンツーマン授業︓ IELTS スピーキング、リスニング、リーデイング/IELTS スピーキング、リーデイ    

ング。 

■グループ授業（3~5 名）︓ IELTS スピーキング、⽂法、語彙、リーデイング、ライテイング。 

■特別授業 : IELTS スピーキング、リスニングやスピーキングテストなど、留学⽣個々の状況に応じて変

わる。 

 

 

IELTS C コース 

 

マンツーマン 50 分×4 グループ 50 分×3 

オプション 50 分×1 義務⾃習 120 分 

 

・IELTS 5.5 以上取得を⽬標とする。⼊学レベルは IELTS 4.0 以上⼜はそれに相当する英語レベル(TOEIC 

500~550 点相当) が必要。 

・12 週以上の登録で IELTS 公式試験受験料が無料になります。 

 

■マンツーマン授業: IELTS スピーキング, リーデイング, ライテイング。 

■グループ授業(3~5 名): IELTS スピーキング, リスニング, リーデイング, ライテイング, 発⾳, ⽂

法。 

■特別授業︓ IELTS リーデイング及びリスニング授業⼜はスピーキングテスト。 

 

 

 

 

 

 

 



 

IELTS B コース 

 

マンツーマン 50 分×4 グループ 50 分×3 

オプション 50 分×1 義務⾃習 120 分 

 

・IELTS 6.0 以上取得を⽬標とする。⼊学レベルは IELTS 5.0 ⼜はそれ以上。 

・IELTS スコア不保持者は TOEIC700 点以上があります。  

・授業編成は IELTS C コースと基本的に同じですが細部で若⼲違います。教材、難易度、学習量すべて

C コースより厳しいです。 

・12 週以上の登録で IELTS 公式試験受験料が無料になります。 

 

■マンツーマン授業: IELTS スピーキング, リーデイング, ライテイング。 

■グループ授業(3~5 名): IELTS スピーキング, リスニング, リーデイング, ライテイング, 発⾳, ⽂法。 

■特別授業︓READING(上級/初級), GRAMMAR, LISTENING, FREE CONVERSATION の 4 科⽬中、1 科

⽬に参加します。 

 

IELTS A コース 

 

マンツーマン 50 分×4 グループ 50 分×3 

オプション 50 分×1 義務⾃習 120 分 

 

・IELTS 7.0 以上取得を⽬標とし、⼊学レベルは IELTS 6.0 は必要。 

・授業編成は IELTS B コースと同じですが授業難易度は⾼く、学習量は⾮常に多いです。 

・12 週以上の登録で IELTS 公式試験受験料が無料になります。 

 

■マンツーマン授業: IELTS スピーキング, リーデイング, ライテイング。 

■グループ授業(3~5 名): IELTS スピーキング, リスニング, リーデイング, ライテイング, 発⾳, ⽂

法。 

■特別授業︓スピーキングの模擬テスト。 

 

 

 

 

 

 



 

IELTS(5.0/5.5/6.0/6.5)点数保証コース 

 

マンツーマン 50 分×4 グループ 50 分×3 

オプション 50 分×1 義務⾃習 120 分 

 

・基本留学期間は 12 週で、10~11 週⽬に公認試験を受けてます。  

・IELTS 公式試験 1 回分の受験料無料 

・12 週の期間内に保証点数を取得できない場合には、保証点数取得まで授業料免除の上で滞在延⻑可能で

す。 （寮費、⾷費、現地費⽤等は個⼈負担） 

 

【⼊学資格】 

■IELTS5.0 点数保証コース 

テストのスコアは必要ありませんが IELTS スコア 3.0 または TOEIC450 点相当の英語⼒が必要です。登

録前にスカイプテストを実施し、合格した⽅は⼊学可能。  

 

■IELTS 5.5 点保証コース 

直近 3 カ⽉に IELTS スコア 4.0 以上(all over 平均点数)か、CNS2 が⼊学後に⾏うレベルテストで認めら

れる英語レベルが必要。 

 

■IELTS 6.0 点保証コース 

直近 3 カ⽉以内で IELTS スコアが 5.0 以上(over all 平均点数)か、CNS2 が⼊学後に⾏うレベルテストで

認められる英語レベルが必要。 

 

■IELTS 6.5(Speaking は 7.0)点数保証コース 

直近 3 カ⽉以内で IELTS スコアが 6.0(全ての領域が 6.0)でなければなりません。CNS2 が⼊学後に⾏う

レベルテストで認められる英語レベルが必要。 

 

【IELTS 点数保証コース条件と規則】 

■学⽣は出席率 95%以上 

■校内で⾏う全テスト（⼩テスト、模試テスト）に参加しなければなりません。 

■スクール規則を 3 回以上違反した場合、点数保証の対象外となります。（⾨限など） 

 

 

 

 



 

テスト 

 

・ミニクイズテスト（毎⽇）: 朝 7:20 から 10 分間⾏われる前⽇の授業内容の簡単な復習テスト。 

・IELTS スピーキングテスト（毎⽇）: 17:30 から 20 分間⾏われ、講師２⼈程度が監督を実⾏する。 

1 つのトピックに対しての発⾳・英語表現を録画し、後⽇授業中に問題がないか確認。IELTS スピーキ

ングテストの為に効果的なテスト。通常週 2~3 回実施（※希望者は毎⽇受講可能） 

・ウィークリーテスト: 毎週⾦曜⽇に実施される IELTS 模擬テスト。約 4 時間かかる本番さながらのテス

トです。⾦曜⽇のグループ授業の代わりに⾏われます。毎回、学⽣の成⻑具合を視覚的に判断できるテ

スト内容になっています。 

・IELTS 公認試験: IDP 主催、British Council 主催の IELTS 公式試験をバギオ公式試験会場で受験できま

す。もあり。費⽤は約 9,700 ペソ。受験⽇の 2 週間前までに学校オフィスにて申請を⾏えば学校側が代

理で申請をしてくれます。 

 

時間割 

時間割 内容 詳細 

7:20 起床  

07:20~07:30 テスト 前⽇の特別授業の内容に関するテスト 

07:30~07:50 朝⾷ 週４回パン、その他多国籍料理等 

08:30~09:20 マンツーマン授業 
前⽇にもらった課題をマンツーマン講師と共に復習するこ

とになります。詳しい学業進度はマンツーマン講師と問い

合わせをして決定します 

09:30~10:20 マンツーマン授業 

10:30~11:20 図書館⾃習 

11:30~12:20 マンツーマン授業 

12:30~13:20 昼⾷ 昼⾷後の外出ができます。 

13:30~14:20 

グループ授業 
IELTS スピーキング、 

ライティング、リスニング、リーディング 

14:30~15:20 

15:30~16:20 

16:30~17:20 

17:30~18:20 特別授業 IELTS スピーキング、リスニング、またはテスト 

18:20~19:40 ⼣⾷  

19:50~22:20 義務⾃習 
図書館の個⼈席で義務⾃習をしなければなりません。この

時間には寮の出⼊りは禁⽌されます。 

22:20 ⾃由時間 運動される場合は５階のジムを利⽤ 

※平⽇の昼⾷、⼣⾷の⾷事の時間は外出が可能。近くのショッピングセンターなどで外⾷や⽣活必需品の

購⼊が出来ます。 


