
Power ESL コース 

 

マンツーマン 50 分×4 グループ(1︓4) 50 分×4 

早朝オプションクラス 50 分×1 夜間オプションクラス 50 分×2 

 

【コースの特徴】 

もっとも⼈気のある英会話コース。計 10 段階にレベル分けで、初⼼者から上級者まで全ての学⽣に対応

できるカリキュラム構成です。早朝＆夜間のオプションクラスを含め 1 ⽇ 11 時間授業で、英会話⼒の伸

びを確実に感じることが出来るコース。 

 

【授業内容】 

■グループ授業（1︓4）︓ディスカッション、リスニング、ライティング、会話パターン、実⽤英会話等

の内容をレベル別に提供。 

■早朝オプションクラス︓4 週タームのグループ授業。リスニング＆スピーキング、リスニング＆ディク

テーションより選択可。（原則 2 か⽉⽬からの受講） 

■夜間オプションクラス︓4 週タームでのグループ授業となります。 ⾃習、リスニング、リーディン

グ、ギターレッスン等より選択可。（レベル、留学経過期間によって受けられるコースが異なる場合がご

ざいます。） 

 

 Intensive ESL コース  

 

マンツーマン 50 分×5 1︓4 グループ 50 分×2 

早朝オプションクラス 50 分×1 夜間オプションクラス 50 分×2 

 

【コースの特徴】 

英会話⼒を鍛えたい⽅にオススメのコースです。マンツーマン授業ではスピーキングのレッスンが増える

事で、集中的にトレーニングが可能となっています。留学前の時点でスピーキングに課題がある⽅にオス

スメです。 

 

【授業内容】 

■グループ授業（1︓4）︓ディスカッション、リスニング、ライティング、会話パターン、実⽤英会話等の

内容をレベル別に提供。 

■早朝オプションクラス︓4 週タームのグループ授業。リスニング＆スピーキング、リスニング＆ディクテ

ーションより選択可。（原則 2 か⽉⽬からの受講） 

■夜間オプションクラス︓4 週タームのグループ授業。⾃習、リスニング、リーディング、ギターレッスン

等より選択可。（レベル、留学経過期間によって受けられるコースが異なる場合がございます。） 



Premium ESL コース 

 

マンツーマン 50 分×7 1︓4 グループ なし 

早朝オプションクラス 50 分×1 夜間オプションクラス 50 分×2 

 

【コースの特徴】 

1︓1 授業が 7 コマ設けられたコース。カリキュラムは全て⽣徒希望に合わせたアレンジ可。（ビジネス英

会話は不可。）⼀般英会話やテストのスコアアップなどの希望を叶える唯⼀のコースとなっており、とても

⼈気のコースです。 

 

【授業内容】 

■マンツーマン授業︓希望に合わせた授業内容のアレンジが可能です。（各種試験対策の授業の受講可）。

⼊学後に学校スタッフとカスタマイズ内容について⾯談を⾏います。 

■早朝オプションクラス︓4 週タームでのグループ授業となります。リスニング＆スピーキングか、リスニ

ング＆ディクテーションより選択可。（原則 2 か⽉⽬からの受講） 

■夜間オプションクラス︓4 週タームでのグループ授業となります。 ⾃習、リスニング、リーディング、

ギターレッスン等より選択可。（レベル、留学経過期間によって受けられるコースが異なる場合がございま

す。） 

※2 週間に 1 度のカウンセリングがあります。 

※担当講師の指名制度 

留学期間 8 週間以上の Premium ESL 受講者は留学 5 週⽬以降から講師を最⼤ 2 名までから指名可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premium Senior コース 

 

マンツーマン 50 分×7 1︓4 グループ なし 

早朝オプションクラス 50 分×1 夜間オプションクラス 50 分×2 

 

【コースの特徴】 

⼤⼈向けのコースで、しっかり学習を受けたいがプライベートの時間も必要という⽅の為の特別コースで

す。平⽇の外出が可能（⾨限 21 時まで）で、週末・祝⽇も外出可能です。オプションクラスへの参加も⾃

由。 

 

【授業内容】 

■グループ授業（1︓4）︓ディスカッション、リスニング、ライティング、会話パターン、実⽤英会話等

の内容をレベル別に提供。 

■早朝オプションクラス︓4 週タームのグループ授業。リスニング＆スピーキング、リスニング＆ディク

テーションより選択可。（原則 2 か⽉⽬からの受講） 

■夜間オプションクラス︓4 週タームでのグループ授業となります。 ⾃習、リスニング、リーディン

グ、ギターレッスン等より選択可。（レベル、留学経過期間によって受けられるコースが異なる場合がご

ざいます。） 

Pre-TOEIC / Pre-IELTS コース 

 

マンツーマン 50 分×4 1︓4 グループ 50 分×4 

早朝オプションクラス 50 分×1 夜間オプションクラス 50 分×2 

 

【コースの特徴】 

クイサン（初級者⽤）キャンパスでのみ開講。⼊⾨者向けのコース編成となっており、マンツーマン授業

では TOEIC または IELTS を,グループ授業では⼀般英会話のレッスン内容となっています。上級者⽤チャ

ピスキャンパスでの試験対策専⽤コースの⼊学基準に満たなかった⽅はこちらのコースを受講いただく形

となります 

 

【授業内容】 

■マンツーマン、グループ授業︓各種試験対策に特化した授業内容となっています。講師は試験毎に特化

したエキスパートの講師（TOEIC なら 900 点以上、IELTS なら勤続年数 5 年以上等）が担当しています。 

■早朝オプションクラス︓4 週タームのグループ授業となります。リスニング＆スピーキングか、リスニン

グ＆ディクテーションより選択可。（原則 2 か⽉⽬からの受講） 

■夜間オプションクラス︓4 週タームのグループ授業となります。 ⾃習、リスニング、リーディング、ギ

ターレッスン等より選択可。（レベル、留学経過期間によって受けられるコースが異なる場合がございます。） 



  無料オプションクラス                    

 

オプション授業(3 時間) : 

朝７時(1 時間) + 20 時~22 時。 

Basic Guitar(英語でギターを学ぶ授業), Survival English, Business Express, Movie, Combination 

Class などが提供されます。ワーホリ対策オプションクラスは現在ではビジネスクラスと合同となり、履

歴書の書き⽅、⾯接対策、ビジネスや仕事上で使う英語を中⼼に学びます。 

 

義務オプション授業 :  

新⼊⽣は 1 ターム(4 週間)オプションクラスを必ず受講する必要があります。 

Reading Aloud クラス + 単語テストが夜間 2 時間実施されます。学⽣のレベルに応じて、単語テストの

内容も変動します。希望者には⽇本語での⽂法クラスが実施されています。 スピーキングクラスに関して

は、留学⽣の皆様、特に⽇本⼈留学⽣の苦⼿とするスピーキングを克服するために実施されており、同じ

空間で声に出して英語を⾳読することによって留学⽣のスピーキング苦⼿意識を克服し、校内でも積極的

にスピーキングを促すために実施されています。 

 

  ※注意点                        

 

※テスト対策コース（TOEIC、TOEFL、IELTS、OPIC 等） 

PINES チャピス校にて運営されています。 

PINES クイサン校では Level 1 から 3 までは初級専⾨センターの REFRESHER センター、Level 4,5 は中

級専⾨の BRIDGE 教育センターと内部でキャンパスが分かれています。（同じ施設内、寮も同じ） 

 

 テスト                        

 

・レベルテスト（新⼊⽣対象）︓指定ピックアップ⽇（⼟）の翌⽇⽇曜⽇にレベルテストを実施。

13:30~14:10 Listening、14:50~15:30 Reading、⽉曜⽇ 09:00~12:00 Speaking。 

・Level 1~3 テスト︓毎⽉第 2、3、4 ⾦曜⽇は Speaking テスト（毎週テスト内容は異なります）、第 4

⽊曜⽇は Listening テスト。毎⽉最終週にレベルを決定。 

・Level 4、5 テスト︓毎⽉第 3 ⾦曜⽇に Speaking テスト、第 4 ⽊曜⽇に Listening、Reading、Writing

テスト。毎⽉最終週にレベルを決定。 

・TOEIC、IELTS、OPIC 学習者︓基本的に ESL プログラムの PEPT テストに参加。 TOEIC、TOEFL、

IELTS、OPIc の模擬テストはチャピスキャンパスにて受験。 

・単語テスト︓新⼊⽣は 4 週間必ず単語テストへの参加が必要。 

 

 



  KIPILSUNG(KPS キッピルソン) プログラム               

 

毎⽇ 20 時〜23 時まで 2 時間⾏われるオプションクラスを有料の特別プログラムに変更できます。 

Speaking、Listening は必須、 Grammar、Writing のいずれかを選択。 

1 クラス当たり 4~6 名で⾏われ、別途の費⽤がかかります。(4 週︓3,200 ペソ) 

8 週程度の短期留学の⽅や Level 3~6 の⽅におすすめします。 

 

KIPILSUNG プログラム時間割 

時間 スピーキング強

化クラス 

リスニング強化 

クラス 

⽂法強化クラス TOEIC 

基礎クラス 

19:30~20:20 アメリカ式の発

⾳、イントネー

ション、アクセ

ントなど 

語彙⼒向上、⽂章書

き取り 

基礎⽂法、語彙、

短い⽂章表現 

TOEIC 単語、熟

語、⽂法 

20:30~21:20 スピーキング⼒

向上 / 主題選定

及び討論 

聞き取り向上でスピ

ーキング⼒向上 

基礎⽂法(2)、英

作⽂及びエッセ

ーの作成 

予想問題及び実戦

テスト 

21:30~23:30 ⾃主学習︓学習中に分からない内容があれば、すぐに質問し解答できるように⾃主

学習は担当フィリピン⼈講師と共に⾏います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 時間割サンプル  

※Power ESL コースの場合 

時間割 内容 詳細 

07:00~07:40 朝⾷   

07:20~08:10 朝のオプション授業 Listening 

08:20~09:10 1 時限(マンツーマン) Reading 

09:20~10:10 2 時限(マンツーマン) Discussion 

10:30~11:20 3 時限(マンツーマン) Idioms 

11:30~12:30 4 時限(マンツーマン) Writing 

12:30~13:20 昼⾷   

13:20~14:10 5 時限   

14:20~15:10 6 時限（グループ） Listening１ 

15:20~16:10 7 時限（グループ） Listening２ 

16:20~17:10 8 時限（グループ） Discussion 

17:20~18:10 9 時限（グループ） Patterns 

18:30~19:30 ⼣⾷   

20:00~22:00 夜間オプション授業 Guitar, Business, Movie, Pattern English から選択 

20:00~22:00 ⾃習 1 時間は参加義務。講師が⾃習を監修。 

21:00~22:30 ⽇本⼈⽤特別クラス Grammar 希望者のみ 

 

 

 

 

 


