
確実な語学力のためのDTMスパ
螺旋状（Spiral）に実力アップ !!

多様にして目的化されたカリキュラムを作成
　学習目標の一般的分類としては、ビジネス会話、旅行会話、日常会話等というように分類されるでしょう。さらに「あなたにとっ
ての実践的英会話」習得を目的とし、特にビジネス会話についてはさらに細分化させ「ケース分類」し、多様なカリキュラムを整備し
ていきます。受講者の会話レベルをきちんと把握すること、学習目的を精細に把握することを通して研修生の会話能を向上させるこ
とが当社の特徴です。

あなただけのオーダーメイドカリキュラム
(Personalized curriculum)

あなたの英会話への思いをお聞かせください
　留学手続きに前後して日本在住ネイティブ教師インタビュー（面談・スカイプ会話）を実施します。
　あなたの英会話を勉強する目的、会話レベル、学習意欲、そして語学上の特徴・弱点を把握し、あなただけの
オーダーメイドカリキュラム（Personalized curriculum）を作成します。
　当社は「目的的教育」として研修生の目指すもの、目標をきちんと理解し体得させる実践的教育を重んじます。

Design留学準備（在日本）
留学の
STEP

空港から20分
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あなたの学習目的を明確にしましょう
　当校は完全個別研修ですから、あなたの目的に合った研修を実施します。学習コース（カリキュラム）は貴方だけに組み立てられるものです。
したがってインタビュー時にあなたの学習目的を下記の例のように明確にお伝えください。その目的は充分考慮されます。

◎日常会話を中心に
・教養を高めたい
・旅行をもっと楽しむために
・余暇の過ごし方の一つとして
・短期で英語力を伸ばし、周囲を驚かせたいため
・外国映画を字幕なしで楽しみたいので
・Facebookで外国人の友達もほしいから
・日本で週に一回英語を習っているが、大して伸びないので集中的に
伸ばしたい

・頭の体操がわりに
・大好きな外国アーティストのブログ、トークを理解したいから
・外国人の彼氏／彼女（或いは結婚相手）がほしいから
・恋人が外国人なので、プロの先生から集中して英語を習いたいため
・親子ともども英語を楽しみながら勉強したいので
・親として子供が成長したときに、英語力が身についていて将来の
可能性を広げてあげたいから

◎ビジネス会話を中心に
・ビジネスで外国進出を考えているので、英会話力・文章力を習得したい
・企業家であるが、海外の情報をインターネット等から不自由なく取得
するため

・海外転勤のために、商社マンとして電話応対、会話力、プレゼン力を
身につけたい

・海外工場転勤が決まっているので、そこで使う日常会話力・専門
用語を覚えたい

・昨今外国人客が増え、応接に困っているので
・日常会話はできるが、丁寧な、その場にあった英語が話せるように
なりたいから

・外国専門のバイヤーであるが、その取引がスムーズに行くよう英語力
をのばしたい

・フィリピンで事業立ち上げのための現地情報収集と英語力アップのため

◎将来への準備として
・将来海外永住をめざして日常会話を習得したい
・英語スキルアップして次の就職活動で有利にしていきたい
・希望企業がTOEICをはじめ、高い英語力を要求しているので
・TOEICの点は良いが、スピーキングが弱いのでなんとかしたい
・将来の就職のための選択肢を広げるため
・海外大学等進学のために海外で滞在する英会話力をつけるため

PICO基本コース（パーソナルカリキュラムに基づく編成：例）

一般日常会話
（趣味、教養、旅行等）

初　級 初心者の日常会話・自分の意志を表現できる訓練・基礎文法

初中級 自己紹介・日本の文化の紹介・聞く耳の養成・旅行会話・お買物

中　級 充分な会話・聞く耳の養成・ネゴシエーション・文書作成・電話応対・欠点克服

中上級 充分な会話・聞く耳の養成・ネゴシエーション・文書作成・電話応対・欠点克服

上　級 専門的分野・集中したいジャンル等への挑戦

TOEICコース
TOEFLコース
BULATSコース

ポイント集中レッスン＋日常会話

ビジネス英語

初　級 日常業務会話・自己紹介・接客・業務説明・Ｅメール等

初中級 日常業務会話・自己紹介・接客・業務説明・Ｅメール・電話応対等

（付帯コース） 選択（文法とその用法）　Essential Business Grammar and Usage ／ A1-B1

中　級 ネゴシエーション・プレゼンテーション・文書作成・電話応対等

中上級 ネゴシエーション・プレゼンテーション・文書作成・当該企業の応用トレーニング

上　級 ネゴシエーション・プレゼンテーション・文書作成・当該企業の応用トレーニング

（付帯コース） 選択（文法とその用法）　Business Grammar and Usage ／ B1-C1

スペシャルコース 中～上級

物流管理　Logistics Management ／ B1-C1

会計・財務　Accounting and Finance ／ B1-C1

人材・人的資源　Human Resources ／ B1-C1

ビジネス法　Business Law ／ B1-C1

マーケティング　Marcketing ／ B1-C1

文化を超えたビジネス　Work Across Cultures ／ B1-C1

＊尚、ご自分の欠点、集中して学習したい点等があれば、コンサルタント時にお申し出ください。組み込まれます。



・日常よく使う会話であれば、短文で応答できる
・簡単な文であれば、すぐに返答、質問ができる
・外国人への英語恐怖症をなくす
・外国人に道を聞かれても教えてあげられる
・外国人が多数でも問題なく会話ができる
・会話でよく使うフレーズをたくさん言える
・外国人との電話対応も問題なくできる
・就職の英語面接をクリアする

・海外大学進学のための面接をクリアする
・海外転勤のための昇進試験にパスする
・商社、外資系に就職する
・海外支店を出して事業の拡大をする
 ・一人で海外へ旅行に行っても、問題なく過ごせるだけの英会話力を得る
・専門用語が少ない映画であれば、ほぼ理解できる
・TOEICで○○○点以上をとる
・英語圏での長期滞在に対応できるレベルを身に付ける

留学で達成したい具体的レベル目標
あなたの現在のレベル、留学期間によって具体的な達成目標は変わると思います。
この「達成目標」はモチベーションにとっても重要で下記を参考にして定めましょう。
学習目的と重複しても問題ありません。

「恥ずかしい」を乗り越えた「おしゃべり」で会話力向上！
　熱帯性気候に住むフィリピン人はその生まれながらの性格として「人の良さ」「優しさ」「明るさ」「ノリの良さ」等があります。
その屈託のない振る舞いは緊張している日本人に安心を与えます。
　さらにフィリピンならではの「マンツーマン教育」は、他人の目を気にすることなく気軽に質問し、自信のない不慣れな会話の試み
を教師の前で行うことが出来ます。だれもが持つ「いまさら聞けない疑問」などもここで解決しましょう。もちろんマンツーマンだけで
なくグループで「交流しながら会話力を鍛える」機会も必要です。それは大きな声で日常会話を発声する朝の訓練体操や共通話題でのグ
ループレッスンとして実現されます。

フィリピンならではのマンツーマン教育

日常会話はすべての会話の前提
・教師と自由に会話し、日常をあたりまえに表現、主張できるよう研修します。
・実際の英会話をスタートできるメンタル面は、明るいフィリピン人が充分指導してくれます。
・日本語思考を持つあなたはここで新しい思考方法・英語圏を経験します。即応的な会話力です。
・徹底したロールプレイ（role-play）を通して、現場に強いスキルを身につけさせます。
・テキストに頼らず、自然の思考に従って体得すべきことを指導します。
・多彩な教師陣と研修生が交流し、厳しいながらも楽しい交流の場を作って学習します。
・必要に応じてショッピングモール等での楽しい食事、買い物などで現地経験を積みます。

Training留学生活（在フィリピン）
留学の
STEP
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身振り手振りは高等な会話技術です。
◎とにかく知っているワードを並べてしゃべりはじめる
　英会話は、実際に声を出して一生懸命自分を表現しようとする姿勢からはじまります。だから最初はとぎれとぎれの単語の羅列、
誤解があってもかまわないから「声」を出すことが入門となります。

◎アクションを交えて表現する
　日本人は身振り、手振りで自己表現することが下手ですが、英会話ではこの「アクションや指さし行為」を交えて英語表現すること
が会話を補強する重要な武器となります。

◎繰り返しの発声練習
　単語の暗記はその意味（日本語）を単に頭にたたき込むことではなく「使って覚える」ことが大切で、その単語を使う状況やその背
景と共に覚えることが出来ます。また声を出すことでその単語と発音は同時に頭に入ります。要するに、単語の「意味」「使う場面」 
「発音」は同時記憶行為となって実践的な単語になります。

◎大きな声を出して、短い文章で会話する訓練
　単語の記憶と同じように、短文も声を出して記憶し実際の会話に結びつけます。またそのことで短文の集中記憶・勢いのある速い
会話、語句の結合（linking words）等をも身につけることが出来ます。ワードの結合を理論で覚えて実際の現場で実践できますか？
できませんよね。

◎実際の場面での会話
　例えば、飛行機内での英会話は教師＝キャビンアテンダント、生徒＝乗客という、なりきり疑似場面（舞台装置）をつくり、とにかく
会話することを実践します。このような実践場面では、テキストにない多様な会話も生まれてきます。
　現実の会話はテキスト通りには流れていきません。生徒はそれぞれの個性・思考形態で会話の流れる方向、深さが異なります。だ
からテキストから外れる（自然の流れに沿う）会話になっても、その個人にとってはとても大事なことなのです。

　PICOは、ステップ1／留学前インタビュー時に貴方への評価を記載した「評価書（Evaluation）」をお送りします。それはネイティ
ブ教師からです。
　そして留学後にもまた「評価書（Evaluation）」をお送りします。
　Speaking, Reading, Listening, Writing, Grammar, Vocabulary, Pronunciationの各面からの評価（その強みと弱点）、今後の学習指針、
助言（Recommendation）、その他のコメントが記載されます。それはフィリピン教師からです。その目的は、留学生活での「やる気」
を継続させ、それに基づいて成果を確実なものにする学習指導です。
　その後については、
（1）再留学への道

自習で留学成果を確実なものにし、次のステップ（再留学）へのトライもスムーズです。
（2）限定スカイプレッスン（有料）

当校フィリピン人教師の「スカイプを利用の継続授業」をいたします。（当校留学経験者のみ）

マスター& ステップアップ

Master帰国後の学習（在日本）
留学の
STEP

3
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SCHEDULE
時程（基本） 内容

07:30 （朝食）

08:00－09:00（1） 研修60分 ● 発声練習／朝の体操
● あたりまえの挨拶、短文日常会話
● 発音が難しい単語を含んだ短文
● 前日のショート会話の復習…

09:00－09:30 送迎車にて研修センターへ移動

（以下は順不同）

基本会話文の練習 … Basic Communication Pattern
文法練習 …………… Grammar Practice
リスニング練習 …… Listening Comprehension
ロールプレー ……… English Conversation with Role Play
滑らかさの練習 …… Fluency Practice
ライティング練習 … Technical Writing
日常会話の短文口頭練習
 ……………… Daily Conversation Using Short Utterances
スペルの練習 ……… Spelling Exercise

09:30－10:30（2） 研修60分

10:30－11:30（3） 研修60分

11:30－12:30（4） 研修60分

12:30－13:30 （昼食）

13:30－14:30（5） 研修60分

14:30－15:30（6） 研修60分

15:30－16:30（7） 研修60分

16:30－17:30（8） 研修60分

17:30－18:00 コンサルティング／自習／ FreeTime

18:00－ 送迎車にて宿舎へ移動

原則的な事柄
（約款参照）

● 日本語での会話は英語研修に集中していただくようご遠慮いただいております。
　 （緊急時、相談等はその限りではありません）
● 喫煙は決められた時間、場所で願います。
● 昼休み等の外出は届出制（口頭で可）です。
● 日曜日・（当校で選択した）フィリピン祭日はお休みです。

基本的な学習スケジュール

・INTENSIVEコースの方は、土曜日について「全日レッスン」「半日レッスン」「休日」の3スタイル随時選択出来ます（事前届出制）。
　BASICコースの方は「休日」となります。

 「留学」は人生にとって非常に
重要なイベント
　私たちの英会話教育は真剣です。安全でたのしい生
活を保証し、じっくりと研修を受けて実践的な会話力
を身につけていただくこと、それが使命であると肝に
銘じております。そして世界を舞台としたワイドな生
活・活躍をお祈りいたします。
　このパンフレットから、日本から至近距離のフィリ
ピン、良質英語、格安な留学費用、ホスピタリティ、そ
して当スクールの良さをじっくり研究してください。
私たちは貴方をお待ちします。

2012年10月 
株式会社 PICO Japan
代表取締役　渡 辺　徹
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ENROLMENT
   PROCEDURE留学までの手順

1

2

3

5

7

留学お申込み　
・パンフレット裏記載の連絡先にて納得のいくまでご相談ください。
・ご決断頂けたら是非お申込みください。
・企業研修の場合、必ずしも以下の手順ではありません。

留学手順や費用についてご説明します。
・現地に留学日程の確認をし、留学費用を算定しご呈示します。
・前金10,000円（インタビュー時まで）または全額をお振り込みください。

国内インタビュー実施。
・国内インタビューについて日程をご相談し実施します。（直接インタビューまたはスカイプ等）
・インタビューの結果は、ご本人に報告し、同時にフィリピン側に送付します。

さあ、留学のご準備を！
・「留学のしおり」を送付します（留学準備、空港でのスタッフ待ち合わせ、など重要項目が満載）
・「留学のしおり」に基づいて、必須書類、生活用品等を揃えてくださいね。

空港でスタッフと合流！
・ブルーの「PICO」ステッカーを持ってお待ちしております。
・遅延してもお待ちしておりますから心配しないでください。
・宿舎にご案内しますので一息ついてください！

Do your best for your future !

4 航空券を購入してください。
・当校で入手して差し上げることはできませんが、ご相談ください。

フィリピンへフライト！
Enjoy your flight!
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