渋谷フィリピン留学フェア2014
2014年 3月29日（土）、30日（日） 11時 -19時

フィルイングリッシュだからできる最大級のフィリピン留学ビッグイベント
自分に合った学校を自分で探せます。
参加費無料！ 入退場自由！
現地学校関係者に実際に会ってみませんか？

Tel： 03-4589-1770、050-5809-5050 E-mail： info@phil-english.com Url： www.phil-english.com

日本でも身近になってきたフィリピン英語留学。
しかし、まだまだ馴染みのない人にとっては未知の世界で、日本国内での情報
量が限られているのも事実です。
また、数百校あるといわれている学校の中から、自分に最も合った学校を探す
のは困難を伴います。そこでフィリピン専属エージェントである弊社フィルイング
リッシュは考えました。

渋谷フィリピン留学フェア2014

実際にフィリピンの名門校関係者に日本に来ていただこう。
そして直接生の声を、最新の情報を皆様にお届けする機会をつくろうと。
そこで、フィリピン留学に興味をお持ちのすべての皆様を対象に、
現地学校関係者によるフィリピン留学説明会「渋谷フィリピン留学フェア2014」
を開催させていただきます。
お客様1人1人、フィリピン英語留学に求めるものは違います。
実際にいろんな学校のいろんな学校関係者と会い、自分の求めている「何か」
をお探し下さい。
1週間からの短期留学、親子・ジュニア留学、TOEIC・IELTS・TOEFL試験対策
コース、ネイティブ講師、ハイグレードな施設など、学生の様々なニーズを満た
す、様々な特徴をもったフィリピン一流校をお呼びしています。
「留学フェア」は、きっと皆様の求めていた「何か」を見つけられる場所となること
を確信しています。フィリピン英語留学、まずは1歩踏み出してみませんか？こ
の機会をお見逃しなく！

● 開催概要
日時： 2014年3月29日（土）～30日（日） 11時～19時まで（入場無料･入退場自由）
場所： ABCアットビジネスセンター5Ｆ（502号室および503号室）
渋谷駅東口より徒歩2分 http://abc-kaigishitsu.com/shibuya/access3.html
参加学校： フィリピン有名校11校の学校長・マネージャーなど現地関係者（次ページ以降より各学校紹介）

● 開催内容

渋谷フィリピン留学フェア2014

※フィルイングリッシュ統括・梶野章による「フィリピン留学」に関するプレゼンテーション（フィリピン留学概要、長期留学プランの
考え方、留学における注意点及び留学の流れ、英語公認試験の傾向及びフィリピンでの学習対策、タイプ別学校選定の相談、質
疑応答等に対する説明等）を実施。

● 参加者特典
当社ホームページより事前に参加登録をなさり、東京説明会開催日当日ご来場なされた方にはフィルイングリッシュよりドライマン
ゴー等のフィリピン特産品を贈呈いたします。
また、当日ご来場の上、4月8日までに入学申請をされた方には特別割引やお部屋の無料アップグレード等を実施致します。各学
校により割引内容は異なりますので、詳細は次ページ以降の学校紹介ページをご参照下さい。
さらに、2月1日以降にフィルイングリッシュを通じ学校入学のご登録をなされた方で当日会場にご来場された方、もしくは東京説明
会開催当日ご来場なさり、その後2週間以内に学校入学のご登録をなされた方の中から抽選で5名様に登録された学校までの
「往復航空券」を進呈いたします。当選者のお名前と学校については弊社ホームページ上で発表させていただきます。
お申し込みフォームはこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?board=qna&command=other_insert&exe=ryugakufair

※事前申込しなくても参加可能です。
※お申込後、ご都合で来場できない場合も、手数料などはありません。
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Philinter

【セブ地域】

学生視点を巧みに取り入れたプログラム運営が光る多国籍セミスパルタの名門校



こんな方にお勧め！

◆ 国際色豊かな学生の広がりを求める方！
⇒厳格な国籍別クウォーター制度を導入。日本
人・韓国人だけに偏らない雰囲気作りに尽力。
◆ 初級・中級者レベルの方！英語の全体スキル、
または特定スキルの改善を期待している方！
⇒ ESLプログラムは、領域毎に専門化されてお
り、学生の要望により柔軟にプログラムを変更可
能。



お勧めコース

新築したキャンパスはセブ国際空港からわずか5分の
場所にあり、周辺の治安はとても良好です。
Philinterの特色は何と行っても国際色豊かな学生
の国籍バランスの良さです。厳格な国籍別クウォー
ター制度を導入しており、日本人40％、韓国人
30％を上限とし、その他の国籍保有者である中国
人、台湾人、ベトナム人、タイ人、モンゴル人などの
様々な国籍の学生が残りの30％を占めます。日本
人率や韓国人率の非常に高い、国籍比率の偏る
学校は敬遠したいという学生にとってPhilinterは最
適な学校となります。

Philinterではスピーキング・リスニング・リーディング・ラ
イティングなど特定領域毎に学生の英語力を13段
階と細かくレベル分けしており、マンツーマン授業はセ
 学校概要
クション毎に育てられたプロフェッショナル講師が担当
設立年度： 2003年
します。また、事前に科目選定可能なマッチ式のカリ
構成人数： 学生定員150名、フィリピン人講師 90 キュラムを展開しており、留学前の相談段階から科
名、ネイテイブ講師1名
目を選定が可能で、入学登録時に申請、入学後
日本人スタッフ： 1～2名
に予約されたカリキュラムで授業を展開することがで
日本人の割合： 40％
きます。さらに、留学中においても科目・講師変更が
非常に容易となっています。担任講師の役割を果た
セ ブ の リ ゾ ー ト ア イ ラ ン ド ・ マ ク タ ン 島 に 位 置 す る す、バディーティーチャーによる学生の学習面におけ
Philinterは、フィリピン語学学校の誕生創成期から るケアも秀逸です。
人気が途切れることのない名門校です。2009年に

Mr. Choi

General ESL、Intensive ESL

Click the image to view the video
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学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?
board=cebuenglish&command=body&no=77

ご相談担当
Philinter学校長 Choiさん

参加特典
4週～ 入学金を免除。8週～ 入学金＋SSP申請費用を
免除。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請された方に
限ります。
留学フェアPhilinterブース内にてご相談の上、お見積は
info@phil-english.comまでお問い合わせ下さい。

CELLA

【セブ地域】

セブ地域最大のマンツーマンをお手頃な料金で提供する良質校



こんな方にお勧め！

◆ マンツーマンを中心にオーダーメイドの授業を希望される方！初心者からTOEC900
点以上の高得点者の方！
⇒最大6時間のマンツーマン ＋ 高い講師の質によるスピーキング力の向上。話せない
英語から話せる英語へ。
◆ 留学期間の限られる1週からの短期留学を希望される方！
⇒入学前に科目申請も可能。短期留学生のための土曜・日曜マンツーマン授業
4コマ（有料）実施。



お勧めコース

ESL(CELLA One)



学校概要

設立年度： 2006年
構成人数： 学生定員200名、フィリピン人講師 140名、
ネイテイブ（アメリカ人）講師1名
日本人スタッフ： 1名
日本人の割合： 15％未満
セブ市内のダウンタウンに位置するCELLAは、高層ホテルを建て直した寮と教室が一体化された学校です。CELLAは講師の質とフィリピン特有の発音問題を解消するため、
講師の採用基準を厳しく設定しています。在職講師の60％以上はセブ最高峰の教育大学であるセブノーマル大学卒業生で構成されており、さらに講師への教育プログラムを
毎週実施することで、優秀な講師確保と講師育成に日々取り組んでいます。
CELLAのESLコースで人気のあるCELLA Oneコースは、1日6時間のマンツーマン授業とネイティブ講師によるグループクラス1時間で構成されています。授業は60分単位で実
施され、他校の一般的な50分単位と比べ、留学期間全体で考えた際、更に密度の濃い学習期間を過ごすことができます。授業方式は講義形式ではない会話形式で行わ
れ、学生は自然にリスニングやスピーキングの能力を向上させることができます。マンツーマン授業の多さに比べ、CELLAでは講師に対するクレームの数が圧倒的に少ないです。
質の高い講師による会話形式でのマンツーマン主体授業となりますので、初心者の方はもちろんのこと、TOEICの得点は高いが英語を話すことが苦手な方でも、スピーキングに
特化して英語力を伸ばすことができます。科目選択についても、入学前に自分が学習したい科目を事前申請し、入学直後に事前申請どおりのプログラムを受講することが可
能です。一般相場を考慮した際、授業料に対して、マンツーマン授業が豊富です。

学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?board=cebuenglish&command=body&no=35



ご相談担当

CELLA学校長Johnさん、学生マネージャーNanaさん
Mr. John



Ms. Nana

参加特典

1週～ 入学金を免除。留学期間に関わらず、3人部屋を1人部屋に無料アップグレード。
さらに留学期間に応じて、追加割引を実施。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請された方に限ります。
留学フェアCELLAブース内にてご相談の上、お見積はinfo@phil-english.comまでお問い合わせ下さい。
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SMEAG スパルタキャンパス

【セブ地域】

フィリピン最大規模にして最高水準の英語学校。セブで最も英語使用環境が厳格なESL集中キャンパス



こんな方にお勧め！

◆ 1〜12週間の限られた留学期間で、可能な限り英会話
学習に集中されたい方！
⇒フィリピン最大の英語学校SMEAG。セブ地域の学校の
中で、最も厳格なEOP（英語オンリーポリシー）を実施。



お勧めコース

Intensive ESL-1、ESL-2



学校概要

設立年度： 2006年
構成人数： 学生定員250名、フィリピン人講師 150名、ネイ
テイブ講師（アメリカ人）2名
日本人スタッフ： 1名
日本人の割合： 20％以下

3

SMEAGスパルタキャンパスはフィリピン最大の英語学
校SMEAGが運営する3つのキャンパスの中で、主に
ESLに特化したスパルタ式のキャンパスとなります。ス
パルタキャンパスでは、学生の短期間での英語運用
能力向上を第一に考えた学校運営がされていま
す。ESL教育に長けたベテラン講師が数多く在籍
し、完全な英語使用環境を作るため、厳格なEOP
（英語オンリーポリシー）を学生だけでなく講師
・マネージャー・スタッフにも徹底させています。また、
学習雰囲気を高めるために様々な学校規定が存
在、厳格に施行されています。さらに、スパルタキャン
パスは内部寮以外に「プレミアム寮」というタウンハウ
ス型の外部寮を運営しており、講師と共に生活しな
がら、そして午後9時から実施される講師とのティータ
イムを通して、24時間英語だけの環境に浸ることが
可能です。
カリキュラムは90分単位の正規マンツーマン授業2～
3時限、正規グループ授業1時限、朝90分と夜120
分の授業となっており、すべての授業に参加義務が
あります。その他、参加自由のオプション授業1～2
時限の計1日あたり最大11時間の授業を受講する
ことで、早期英語力の引き上げを図ることができま
す。
留学期間中、どうしてもスパルタプログラムに合わな
い場合は、もう少し規則のゆるやかなSMEAG内の
他のキャンパスに移動することができ、まずはスパルタ
キャンパスに挑戦するという選択肢を取ることが可能
となっています。

学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?
board=cebuenglish&command=body&no=10



ご相談担当

SMEAG学校長 Atsumiさん、日本人担当留学デス
クWatanabeさん、日本人担当留学デスクIshiharaさ
ん



参加特典

1週～ 入学金を免除。8週～ 入学金＋SSP申
請費用を免除。
さらに留学期間に応じて、追加割引を実施。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請さ
れた方に限ります。
留学フェアSMEAGブース内にてご相談の上、お見
積はinfo@phil-english.comまでお問い合わせ下さ
い。

Mr. Atsumi

SMEAG

【セブ地域】

クラシックキャンパス

フィリピン最大規模にして最高水準の英語学校。フィリピンで唯一の公認センターをもつIELTS集中キャンパス



こんな方にお勧め！

◆ IELTS入門から6.5以上の高得点を希望の方！
⇒フィリピン唯一のIELTS機関指定公認センター。
IELTSプログラム最良のノウハウ ＋ 教材 ＋ 専門講師。



お勧めコース

IELTS



学校概要

設立年度： 2007年
構成人数： 学生定員275名、フィリピン人講師 150名
日本人スタッフ： 1名
日本人の割合： 20％以下
利便性の高いセブ市内中心部に位置するSMEAGクラシックキャンパスは、
フィリピン最大の英語学校SMEAGが運営する3つのキャンパスの中で、主にIELTS点数取得に特化したセミスパルタ式のキャンパスとなります。クラシックキャンパスでは、
IELTS5.5から6.0を目指す学生が多くを占めています。平日外出可能で、少し自由な雰囲気が流れていますが、ほとんどの学生がIELTS目標得点獲得に向けた強い目標意
識を持っているため、学習雰囲気は高く保たれています。クラシックキャンパスはIELTS公認試験センター(Academic Module)およびリソースセンターでもあるため、キャンパス内の
同一会場で模擬試験と公認試験が受けられます。また、IELTS受験関連情報も簡単に得ることができます。
カリキュラムは90分単位のIELTS専門講師による正規マンツーマン授業2時限、正規グループ授業2時限、朝90分と夜120分のスパルタ授業となっており、すべての授業に参加
義務がありますが、スパルタ授業は入学から4週間後は任意参加となります。その他、任意参加のオプション授業1時限の計1日あたり最大11時間の授業を受講することで、
IELTS対策のみならず、幅広い英語力の底上げを図ることができます。なお、専門講師はIELTSの主幹機関であるBritish Councilが直接指導を受けています。
IELTS3.5またはTOEIC490点保持者がIELTS5.5を狙う場合の期間設定は12週間。IELTS5.0またはTOEIC680点保持者がIELTS6.0を狙う場合の期間設定は12～16週
間。IELTS6.0からIELTS6.5、IELTS6.5からIELTS7.0を狙う場合の期間設定はそれぞれ12週間が、クラシックキャンパスIELTSコースにおける、おおよその目安となります。

学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?board=cebuenglish&command=body&no=31



ご相談担当

SMEAG学校長 Atsumiさん、日本人担当留学デスクWatanabeさん、日本人担当留学デスクIshiharaさん



参加特典

1週～ 入学金を免除。8週～ 入学金＋SSP申請費用を免除。
さらに留学期間に応じて、追加割引を実施。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請された方に限ります。
留学フェアSMEAGブース内にてご相談の上、お見積はinfo@philenglish.comまでお問い合わせ下さい。
Ms. Ishihara
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SMEAG キャピタルキャンパス

【セブ地域】

フィリピン最大規模にして最高水準の英語学校。セブ唯一の認定試験センターであるTOEIC集中キャンパス



こんな方にお勧め！

◆ セブ地域で専門的TOEICプログラムに興味のある方！自律的な学習スタイルを望まれる方！
⇒セブ地域唯一の米国ETS指定TOEIC認定試験センター。清潔で施設の充実したキャンパス環境。



お勧めコース

General ESL-1、TOEIC



学校概要

Mr. Watanabe

設立年度： 2012年
構成人数： 学生定員395名、フィリピン人講師 200名
日本人スタッフ： 1名
日本人の割合： 30％以下
セブ市内中心部に近い新築のSMEAGキャピタルキャンパスは、フィリピン最大の英語学校SMEAGが運営する3つのキャンパスの中で、主にTOEIC試験対策コースおよび自律
的な学習スタイルを求めるESLコースなどをもつセミスパルタ式のキャンパスとなります。
キャピタルキャンパスTOEICコースのカリキュラムは、90分単位の正規マンツーマン授業2時限、正規グループ授業1時限、朝
90分と夜120分のスパルタ授業となっており、すべての授業に参加義務がありますが、スパルタ授業は入学から4週間後は任
意参加となります。その他、任意参加のオプション授業2時限の計1日あたり最大11時間の授業を受講することで、TOEIC対
策のみならず、幅広い英語力の底上げを図ることができます。また、キャピタルキャンパスはセブ地域唯一の米国ETS指定
TOEIC認定試験センターでもあるため、キャンパス内の同一会場で模擬試験と公認試験が受けられます。ESLコースのカリ
キュラムはスパルタキャンパスと同様となっておりますが、スパルタ授業は入学から4週間後は任意参加となりますので、強制で
はない自律的な学習を求める方に適したコースとなっています。
キャピタルキャンパスはセブ市庁に近く、治安がとても良好です。周囲にはショッピングモール・ショップ・レストランなどの施設が
並んでおり、徒歩圏内で生活を充実させることが可能です。新築の校舎はモダンながらも機能的な作りで、1Fにはお酒の飲
めるバーとお洒落なカフェがあり、日本人の水準に見合った環境を実感することができます。

学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?
board=cebuenglish&command=body&no=12



ご相談担当

SMEAG学校長 Atsumiさん、日本人担当留学デスクWatanabe
さん、日本人担当留学デスクIshiharaさん



参加特典

1週～ 入学金を免除。8週～ 入学金＋SSP申請費用を免
除。
さらに留学期間に応じて、追加割引を実施。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請された方に限り
ます。
留学フェアSMEAGブース内にてご相談の上、お見積はinfo@philenglish.comまでお問い合わせ下さい。
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CIJ

【セブ地域】

セブ中心部の清潔な高級コンドミニアムで優雅なマンツーマン英語留学

セブ市内中心の高級住宅街に位置するCIJは、2012年に新築
された最高級コンドミニアムTANCORを学校・寮としてレンタルし
て運用しており、施設関連ではセブだけでなくフィリピン全域の中
でも最高水準の質を誇る学校となっています。部屋には机・ベッ
ドなどに加え、大きなテレビ・調理可能な台所・リビングルーム・
洗濯機など、他の学校では見られない充実した家具・電化製
品が備え付けられています。コンドミニアム内のサウナ・プールも
利用可能で、1人部屋を中心に、清潔で良質な寮環境を求め
る感度の高い女性や夫婦など最適な学校です。
カリキュラム面では、小規模定員制による学生のケアを徹底して
おり、セブ地域では最も多い5～6時間の正規マンツーマン授業
を提供しており、グループ授業1～2時間はネｲティブ講師によっ
て行われます。開校年度は新しいですが、積極的に授業経験
豊富な講師を採用しており、最多のフィリピン人講師のマンツー
マン授業に加え、グループクラスを通して、発音と実用英会話な
どのフィリピン人講師の弱みを補完できます。また、短期留学生
のために土曜・日曜日にクラスを選択可能です。
他校と比べると学費が高い傾向にありますが、利便性の高いセ
ブ市内の最高級コンドミニアムを利用しながら、豊富な授業編
成を行っていることを考えれば、コストパフォーマンスに非常に優
れた学校だと思われます。
学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?
board=cebuenglish&command=body&no=36
Mr. Peter

Ms. Saki



ご相談担当

CIJ学校長Peterさん、マネージャーSakiさん



こんな方にお勧め！

◆ 清潔で優雅な部屋を求める女性の方！良質の環境を求める1人部屋希望・夫婦の方！
⇒立地の良い新築の高級コンドミニアムを英語学校・寮として使用。部屋のグレードは他校を圧倒。
◆ マンツーマン中心で英語力の基礎固めをされたい初級者の方！
⇒1日5～6時間のマンツーマン授業。短期留学生のための土曜日マンツーマン授業 4コマ（有料）実
施。



お勧めコース

ESL(POWER SPEAKING)



参加特典

1週～ 入学金を免除。4週～ 入学金＋SSP申請費用を免
除。
さらに留学期間に応じて、追加割引を実施。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請された方に限
ります。
留学フェアCIJブース内でご相談の上、お見積はinfo@philenglish.comまでお問い合わせ下さい。

学校概要
設立年度： 2012年
構成人数： 学生定員100名、フィリピン人講師 30名、ネイテイブ（アメリカ人・イギリス人）講師2名
日本人スタッフ： 1名
日本人の割合： 約25％
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EV Academy

【セブ地域】

最高水準のキャンパス・付帯施設・寮環境・講師陣を誇るセブ最高のスパルタ校



こんな方にお勧め！

◆ 美しい環境と厳しいスパルタ授業を求める初級・中級者レベルの方！同様の条件でTOEIC対策を求める方！
⇒広大なキャンパス ＋ サービス志向の付帯施設 ＋ 良質な寮環境 ＋ 講師の質はセブ地域で圧倒。



お勧めコース

ESL(IEP）、TOEIC



学校概要

設立年度： 2002年
構成人数： 学生定員200名、フィリピン人講師 100名、ネイテイブ（アメリカ人・イギリス人）講師2名
日本人スタッフ： 1名
日本人の割合： 10～15％
利便性の高いセブ市内の中心部に位置するEVは、広大なキャンパスを誇る短期集中型のスパルタ校となります。学校長で
あるMr.Davidはダブルメジャーの才気溢れる方で、セブの英語学校で唯一のヨーロッパ人学校長です。2009年に新築された
キャンパスには彼の設計が生きており、計画的に整備されたキャンパスはとても美しく機能的です。他のフィリピンの英語学校と
は明らかに一線を画す、西欧的なセンスと景観がキャンパス内の随所に感じられます。コーヒーショップやマッサージパーラーな
ど、学生サービス志向がとても強い充実した付随施設は寮のすぐ横にあり、充実した学校生活を送ることができます。
EVはセブ地域最高レベルの講師陣を要しており、講師全員がITAA認定 TOESOLプログラムを修了しています。さらに約
50％の在籍講師が大学院修士課程を修了もしくは修了予定としており、約65％の在籍講師は公式教諭免許保持者です。また、在籍講師への研修を通して講師陣の訓
練を行っています。
EVはセブで最初にスパルタシステムを導入した学校です。会話中心による1日9～10時間の授業進行と、学生の英語レベルに即したきめ細やかな教科設定で他の学校よりも
早く、総合的な英語力の伸びを実感しやすいと評判が高いです。TOEICコースについては、TOEIC点数向上を目指しながらも、実践会話力とビジネス感覚を学ぶことができま
す。

学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?
board=cebuenglish&command=body&no=8



ご相談担当

現在、未定です。決まり次第、追ってご連絡いたします。

 参加特典
2～7週 入学金を免除。8週～ 入学金＋SSP申請費用を免
除。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請された方に限り
ます。
留学フェアEVブース内にてご相談の上、お見積はinfo@philenglish.comまでお問い合わせ下さい。
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PINES クイサンキャンパス

【バギオ地域】

講師の質・教育ノウハウ・設備などの卒業生評価が高いスパルタ学校の雄。初級・中級者キャンパス



こんな方にお勧め！

◆ 留学期間は英語学習のみに専念・集中されたい方！英会
話中心のESL教育を希望される方！
⇒スパルタ学校の元祖。短期間での英語力獲得のための1
日11時間の最高水準の学習プログラム・環境。



お勧めコース

ESL(POWER SPEAKING・POWER INTENSIVE)、TOEIC



学校概要

設立年度： 2002年
構成人数： 学生定員250名、フィリピン人講師 約170名
日本人スタッフ： 1名
日本人の割合： 約15％
フィリピン北部の教育都市バギオに位置するPINESは、フィリピン
で最初に英語学習集中プログラムであるスパルタシステムを導
入した学校となります。徹底した学習雰囲気の維持、ハイレベ
ルな講師採用・雇用への追及、学習者のレベルに沿ったきめ細
かい授業編成、学業と生活に不便のない施設等により、在学
生からの信頼が非常に厚い学校です。
PINESは学習者のレベルに沿って２つのキャンパスに分かれま
す。クイサンキャンパスは初心者から中級者レベルまでの学生、
中級者レベル以上からは中級・上級者レベル専門のチャピス
キャンパスへ移動することができ、学生に緊張感と動機付けを与
えてくれます。ESLコースとしては、スピーキング主体で英語の全
領域を学べるPOWER SPEAKINGコースが代表的です。1日あ
たり正規授業8時間・オプション授業3時間の計11時間の授業
が実施されます。クイサンキャンパスは学習者のレベルによって、
スピーキング・リスニングに特化したREFRESHERセンター（初心
者～初級者）と、スピーキング・リスニング・リーディング・ライティン
グをバランス良く学ぶBRIDGEセンター（初級者～中級者）に学
習領域を分離しており、科目ごとにレベル評価を行い、学習者
のレベルに合った適切な授業編成がされています。
平日に外出できないスパルタ学校ではありますが、寮はホテルの
客室を利用しているため、広さや綺麗さなど部屋のクオリティーも
高く、様々な付帯施設と売店、運動施設、夜間アクティビティー
で学校内での生活も快適で、英語学習に専念するための環境
づくりが整っています。

Mr. Nishizawa



ご相談担当

PINES学生マネージャー Nishizawaさん



参加特典

4週～ 入学金を免除。8週～ 入学金＋SSP申請費用を免除。
さらに留学期間に応じて、追加割引を実施。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請された方に限ります。
留学フェアPINESブース内でご相談の上、お見積はinfo@phil-english.comまでお問い合わせ下さい。

学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?
board=baguioryugaku&command=body&no=5
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PINES

【バギオ地域】

チャピスキャンパス

ハイレベルな学校運営と徹底した英語使用環境のスパルタ学校の雄。中級・上級者キャンパス

級の講師レベルと最先端のカリキュラムによる最大の
◆ ハイレベルな英語運用・英会話能力をお求めの 学習効果です。PINES全体の講師総勢250名は
方！基礎的英語力と各種試験対策を同時に達成 フィリピン人講師間における最高レベルとの定評があ
りますが、その中でも特に選りすぐりの80名がチャピス
されたい方！
キャンパスに配属されます。また、講師は常に学生か
⇒最上質の英語環境。ESLコースは中級者、
TOEIC・IELTS・TOEFLコースは準中級者レベルで らの100点満点中98点という高い評価を得られない
限り留まることができません。さらに上質な英語環境
あれば入学可能。
づくりのため、チャピスキャンパス全敷地内で英語使
※入学前に電話によるインタビュー試験があ
用が徹底されており、母国語使用を使用した際に
り、入学可否を判断されます。
は罰則が適用されています。



こんな方にお勧め！



お勧めコース

ESL(POWER SPEAKING・POWER INTENSIVE)、
TOEIC、IELTS、TOEFL



学校概要

設立年度： 2002年
構成人数： 学生定員150名、フィリピン人講師 約
80名
日本人スタッフ： 1名
日本人の割合： 約20％
フィリピン北部の教育都市バギオに位置するPINES
チャピスキャンパスは中級・上級者専門キャンパスで
す。他校や同学校の初級・中級者キャンパスである
クイサンキャンパスとは違い、チャピスキャンパスに在
籍する講師と学生の英語レベルは他を圧倒していま
す。チャピスキャンパスが追求しているものは、最上
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試験対策コースについても、テスト問題の分析、テス
ト結果後の対策、教材研究、TOEIC、IELTS、
TOEFLの試験情報収集等のリサーチ活動を継続す
ることで、最先端の試験対策カリキュラムを提供され
ており、非常に高い水準のESL教育と一部並行す
る形で、試験後のことも考え効果的な試験対策を
望めます。
チャピスキャンパスは学生にも一定以上のレベルを求
めます。ESLコースへの入学希望者には、中級・上
級者レベルの英語力が求められます。TOEIC、
IELTS、TOEFL等の試験対策コース希望者には、
授業についていくことのできる準中級者レベルの英語
力が求められます。具体的な手順としては、入学前
に電話によるインタビュー試験があり、その結果により
入学可否を判断されることになります。

Mr. Cavine
学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?
board=baguioryugaku&command=body&no=10



ご相談担当

PINESジェネラルマネージャー Cavineさん



参加特典

4週～ 入学金を免除。8週～ 入学金＋SSP申請費用を
免除。
さらに留学期間に応じて、追加割引を実施。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請された方に
限ります。
留学フェアPINESブース内でご相談の上、お見積はinfo@phil

CNS2

【バギオ地域】

最高のIELTSプログラムと少数精鋭講師によるIELTS高得点専門学校

Ms. Akari

Mr. Anton



こんな方にお勧め！

◆ IELTS 6.0から7.5以上の高得点を目指されている方！
⇒得点UPに集中したカリキュラム ＋ 高い学習雰囲気。
IELTS初級者でも入学可。



お勧めコース

IELTS A （7.0以上目標）、IELTS B （6.0以上目標）、IELTS C
（5.5以上目標）



学校概要

設立年度： 2006年
構成人数： 学生定員50名、フィリピン人講師 35名
日本人スタッフ： 1名
日本人の割合： 40％未満

CNS2は欧米圏での大学入学・就職・永住などでIELTS6.0以上の高得点取得がどうしても必要な学
生が多く集まる学校です。学校運営はIELTS点数を獲得することに特化しています。カリキュラムについて
は、他校のIELTSコースがおよそIELTS関連70％、ESL関連30％と授業を配分しているのに対し、CNS2
は100％IELTS関連の授業となっています。また学校規定としては、放課後毎日2時間30分の義務自
習時間には寮への出入りや電話使用も禁止されるなど、いかにIELTSの点数をUPさせるかの一点に集
中しています。
廊下に在学生・卒業生の得点結果を張り出すなどの学校側からのモチベーション喚起と、目的に向けて
真剣に勉強する学生同士が作り上げる高い学習雰囲気の相乗効果がCNS2の大きな魅力です。必然
的に中級・上級者が集まる傾向にある学校ではありますが、初級者レベルの学生も40％ほど学習してい
ます。
講師のIELTSに対する造詣は深く、多種多様の試験資料を保有しています。また、少数定員のIELTS
専門学校として、授業および講師配置、模擬テスト、公式テストまで1人1人の学生に対する個別ケア
がとても秀逸です。4～16週の限られた留学期間で、IELTS高得点獲得のみを目標とされる方であれば
CNS２は最も成功する可能性が高い学校の1つとなります。毎日の学習量は多く、学習スケジュールは
厳しめです。
学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?board=baguioryugaku&command=body&no=2



ご相談担当

CNS2学校長Antonさん、学生マネージャーAkariさん



参加特典

4週～ 入学金＋SSP申請費用を免除。さらに留学期間に応じて、追加割引を実施。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請された方に限ります。
留学フェアCNS2ブース内でご相談の上、お見積はinfo@phil-english.comまでお問い合わせ下さい。
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TALK

【バギオ地域】

8週間の留学で200点UPを目指せる最高峰TOEIC高得点専門学校

Mr. Timothy



こんな方にお勧め！

◆ 就職・転職対策などTOEIC高得点がどうしても必要な
方！
⇒正規6時間のマンツーマン授業＋毎日の模擬TOEICテ
ストで得点力UPのための弱点を徹底補強。



お勧めコース

INTENSIVE TOEIC



学校概要

設立年度： 2007年
構成人数： 学生定員80名、フィリピン人講師 37名
日本人スタッフ： なし（日本語堪能な韓国人スタッフ1名）
日本人の割合： 20％未満
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フィリピン北部の都市バギオに位置するTALKは、隣
国の韓国・台湾では「TOEICプログラム専門学校」と
して知られているほど、TOEICコースの運営プログラ
ムフィリピン随一の完成度を誇ります。TOEICコース
に在籍する学生の点数上昇幅を見ると、8～10週
で300点台の学生は700点まで、500点台の学生は
800点台前半まで成績を伸ばす事例が見受けられ
ます。8週平均ですと200点以上の上昇率が見受け
られ、この数字は他校を圧倒しています。
TALKはセミスパルタ式の学校ではありますが、出
席・課題・強制自習等のように強制義務規則があ
り、学習量は多めです。
TOEICコースは1日マンツーマン授業6時間と単語テ
スト1時間で進行します。毎日夜に模擬テスト2時
間を実施し、翌日のマンツーマン授業で4時間ほど
掛けて間違った箇所を復習する過程を繰り返しま
す。ESL初心者でもTOEIC高得点獲得ができるよ
う、TOEIC試験に対する実践感覚を育て、弱点を
補強する部分に重点を置いたカリキュラムになってい
ま
す
。
在学生のTALKに対する満足度は高く、特に
TOEIC990点満点獲得者5名、900点15名を含む
講師陣のレベルと日本語堪能な韓国人マネー
ジャーの日本人学生ケアに対する評判が良いです。
1つの建物内に教室・寮があるため学習と生活の距
離が近く、学習雰囲気が良好です。

学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?
board=baguioryugaku&command=body&no=4



ご相談担当

TALK学校長Timothyさん



参加特典

2週～ 入学金を免除。8週～ 入学金＋SSP申
請費用を免除。
さらに留学期間に応じて、追加割引を実施。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請さ
れた方に限ります。
留学フェアTALKブース内でご相談の上、お見積は
info@phil-english.comまでお問い合わせ下さい。

CIP

【クラーク地域】

フィリピンの英語学校の中で最も評判の高いネイティブ講師専門学校

Mr. Mark



こんな方にお勧め！

◆ ネイティブ講師による自然な英会話の使い回しを学ばれたい方！
⇒フィリピン人講師とのマンツーマンによる基礎固め ＋ ネイティブ講師による一層の英語力向上
◆ 留学期間の限られる1週からの短期留学を希望される方！
⇒最短1週から最大20週までの留学に最適。短期留学生のための土曜・日曜マンツーマン授業4コマ
（有料）



お勧めコース

ESL（INTENSIVE A・INTENSIVE C)、IELTS、BUSINESS



学校概要

設立年度： 2007年
構成人数： 学生定員100名、フィリピン人講師 45名、ネイテイブ（アメリカ人・イギリス人・カナダ人・オー
ストラリア人）講師15～17名
日本人スタッフ： 2～3名
日本人の割合： 40～50％
アメリカ人・イギリス人などのネイティブ講師が多いCIPは、ネイティブ講師とフィリピン人講師の絶妙なバラ
ンスをその特徴としています。
CIPを選ばれる方は、欧米留学・ワーキングホリデーなどを目的に、欧米圏における実用的な英語表現
や正確な発音などを期待される方が多いです。CIPはネイティブ講師と学生の接点を非常に重視してお
り、学生8名に対してネイティブ講師1名というフィリピン内で最も高い水準の比率を維持しています。
ネイティブ講師は主にグループクラスを担当しますが、コース選択によっては、ネイティブ講師とのマンツーマ
ン授業、さらには国籍を指定することが可能です。マンツーマン授業は月平均100時間以上提供されて
おり、他の学校の平均より20～40時間ほど多くなります。

Ms. Saki

留学期間は1週間から24週間まで幅広く受入れ可能であり、1
～2週間の短期留学者に対しては、他の多くの学校と違い、ス
タート日である月曜日の午後からマンツーマン2～3コマが保証さ
れています。また、短期留学生のために、土曜・日曜にマンツーマ
ン授業4コマを有料にて提供しています。
CIPはESL（一般英会話）からTOEIC、IELTS、BUSINESS、ジュ
ニア・親子コースなど様々なコースを運営しており、初級者レベル
から中級・上級者レベルまでの学生の様々なニーズを満たす学
校です。受付締切りがフィリピン語学学校では最も早い人気校
でもあります。
学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?
board=clarkryugaku&command=body&no=3



ご相談担当

CIP主任講師Markさん、学生マネージャーSakiさん



参加者特典

1週～ 入学金＋SSP申請費用を免除。さらに留学期間に応
じて、追加割引を実施。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請された方に限り
ます。
留学フェアCIPブース内でご相談の上、お見積は
info@phil-english.comまでお問い合わせ下さい。
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E&G

【ダバオ地域】

英語学習とフィリピンの情緒を一緒に味わえる海辺に面した語学学校



こんな方にお勧め！

◆ 落ち着いた場所を求める30代以上の成人男女の方、も
しくはジュニア・親子留学を検討されている方！
⇒マニラ・セブにはない、南国フィリピンの原風景に触れな
がらの留学が可能。治安環境がとても良好。



お勧めコース

INTENSIVE ESL、COMPREHENSIVE ESL



学校概要

設立年度： 2006年
構成人数： 学生定員100名、フィリピン人講師 60名
日本人スタッフ： 1名
日本人の割合： 50％前後

フィリピン南部の都市ダバオに位置するE&Gは、リ
ゾート大国フィリピンにある英語学校の中でも数少
ない、海辺に面した語学学校となります。学校のテ
ラスから海を見渡せる美しい景観は、若年層からシ
ニア世代まで多様な年代の方から支持されていま
す。学校周辺の熱帯雨林は南国特有の情緒を醸
し出し、学校前の船着き場からは数々の小さな島
へ気の赴くままに旅することができます。週末にはゴ
ルフ場、リゾートにも日帰りで向かうことが可能で、
他の学校では味わうことができない、フィリピンの原
風景と文化に戯れる留学生活がE&Gの大きな特
色となります。
また、E&Gのあるダバオは夜間に大衆交通機関を
利用しても問題ないほどフィリピンで最も治安の良い
都市で、自然災害の心配も少なく、小さなお子様
をかかえる親御様や安全に対する感度の高い学
生、さらには英語学習に集中したい学生にも適した
学校となっています。
E&Gは平日外出可能なセミスパルタ校で、授業量
は少し多めです。ESLコースはカリキュラムの70％を
スピーキング関連科目が占めるプログラム運営を
行っており、学生の要望に合わせた授業内容の変
更も容易となっています。ESLコース以外には、ジュ

Ms. Ashley
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ニアコースや最高水準のゴルフ場を利用したゴルフ
コースにも定評があります。
学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?
board=davaoryugaku&command=body&no=2



ご相談担当

E&G学校長Parkさん、ジェネラルマネージャー
Ashleyさん



参加特典

4週～ 入学金を免除。8週～ 入学金＋SSP申
請費用を免除。
さらに留学期間に応じて、追加割引を実施。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請さ
れた方に限ります。
留学フェアE&Gブース内でご相談の上、お見積は
info@phil-english.comまでお問い合わせ下さい。

Mr. Park

SEATTLE

【ダバオ地域】

卒業生から圧倒的支持を受ける名門の少数精鋭TOEFL専門学校

Mr. Edgar



こんな方にお勧め！

◆ TOEFLで一定以上の点数が至急必要な
方！100点以上の高得点を希望される方！
⇒卒業生が認めるTOEFL専門学校の最高
峰。圧倒的水準の学習雰囲気、プログラム、講
師・教材の質。



お勧めコース

TOEFL



学校概要

設立年度： 2005年
構成人数： 学生定員70名、フィリピン人講師 40
名、ネイテイブ（アメリカ人）講師1名
日本人スタッフ： なし（日本語堪能な韓国人ス
タッフ1名）
日本人の割合： 5％以下

Ms. Kate

フィリピン南部の都市ダバオに位置するSEATTLEは、フィリピン随一の少数精鋭TOEFL専門学校として卒業生か
ら圧倒的な支持を受けている学校です。SEATTLEはアメリカ英語テスト開発機関ETSからフィリピン英語学校の中
で最初にTOEFL公認試験センターの承認を受けました。講義室には学生定員を超える100台のコンピューターを用
意されており、模擬試験や月平均1～2回のTOEFL iBT公認試験を同一キャンパス内で受けることができます。ほ
とんどの講師がTOEFL105点以上（TOEIC基準950点）を保有しており、TOEFL関連の教材を300種類以上取り
揃えていることも強みです。特に、点数向上が難しいスピーキング・ライティング領域については、SEATTLEで直接
製作した教材を利用して、専門講師が授業を行います。
入学を希望される方はTOEFL点数を至急上げる必要のある方が多くを占めるため、学習雰囲気も良好で、
TOEFL iBTの平均成績上昇幅は8週基準で20～25点ほどです。
SEATTLEの位置するダバオは犯罪率がとても低いため、治安が安定しており、自然災害の恐れもほとんどありませ
ん。そのため、学習に集中する環境が外部環境から整えられています。
清潔感のあるキャンパスには様々な施設がコンパクトにまとめられており、図書館の運営、講師の授業に対する姿
勢、TOEFLコースのぶれない安定度、学生ケアの秀逸さも在学生から高い評価を受けています。
学校詳細はこちらをクリック！
http://phil-english.com/board.php?board=davaoryugaku&command=body&no=3

ご相談担当
SEATTLE学校長Kateさん、マネージャーEdgarさん

参加特典
4週～ 入学金を免除。8週～ 入学金＋SSP申請費用を免除。
さらに留学期間に応じて、追加割引を実施。
※留学フェア参加後、4月8日までに入学申請された方に限ります。
留学フェアSEATTLEブース内にてご相談の上、お見積はinfo@phil-english.comまでお問い合わせ下さい。
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