




General ESL 

当校の最もスタンダードなコースです。最大の特徴
は、2コマのグループ授業があることです。グルー
プ授業は2名-4名で同レベルの人と授業を受けるた
め発言しやすい雰囲気になっています。また、マ
ンツーマンの5コマは「話す・聞く・書く・読む」
がバランスよく伸ばせる構成になっています。 
*レベルや進捗の都合でグループクラスが組めない場合、２コマ
のグループが１コマのマンツーマンとなります。 

コース概要 

•  マンツーマンクラス = 5コマ 
•  グループクラス 　　= 2コマ 
•  オプションクラス　 = 最大3コマ 

•  合計レッスン時間数 = 7コマ～10コマ 

カリキュラム内容 
•  グループクラスは絶対に欲しい方 
•  バランスよく学びたい方 
•  他の学生と交流したい方 

こんな方にオススメ 

1st class リーディング マンツーマン 

2nd class リスニング マンツーマン 

3rd class ディスカッション グループ 

4th class ライティング マンツーマン 

ランチタイム 

5th class 空き時間 

6th class リスニング グループ 

7th class ディスカッション マンツーマン 

8th class 空き時間 

9th class イディオム マンツーマン 

※科目や時間割はレベルなどにより異なります。 

時間割の例 



Intensive ESL 

マンツーマン授業だけを取りたい方向けのコース
です。マンツーマンだけなので、授業では多くの発
言機会があります。また、自分のペースでの学習も
しやすく、無理なく自分に合った学習が可能です。 
授業科目は「話す・聞く・書く・読む」すべてを
カバーしているため総合的な英語力の向上ができ
ます。 

コース概要 

•  マンツーマンクラス = 7コマ 
•  グループクラス 　　= 0コマ 
•  オプションクラス　 = 最大3コマ 

•  合計レッスン時間数 = 7～10コマ 

カリキュラム内容 
•  自分のペースで勉強したい方 
•  発言機会が多いほうがいい方 
•  バランスよく学びたい方 

こんな方にオススメ 

1st class リスニング マンツーマン 

2nd class ディスカッション マンツーマン 

3rd class 空き時間 

4th class グラマー マンツーマン 

ランチタイム 

5th class パターン マンツーマン 

6th class リーディング マンツーマン 

7th class ディスカッション マンツーマン 

8th class 空き時間 

9th class イディオム マンツーマン 

※科目や時間割はレベルなどにより異なります。 

時間割の例 



Light ESL 

リラックスや観光、お仕事などプライベートの時
間を大切にしたい方向けのコースです。1日4コマ
なので、予習復習の時間を多く取ることも可能で
す。授業構成はスピーキング力の向上ができるよう
に組まれています。シニアの方や、ご家族で留学
の親御様に人気のコースです。 

コース概要 

•  マンツーマンクラス = 4コマ 
•  グループクラス 　　= 0コマ 
•  オプションクラス　 = 最大3コマ 

•  合計レッスン時間数 = 4～7コマ 

カリキュラム内容 
•  プライベートの時間も多く持ちたい方 
•  予習復習の時間をたっぷり取りたい方 
•  お子様といらしたお父様、お母様 

こんな方にオススメ 

1st class 空き時間 

2nd class リーディング マンツーマン 

3rd class 空き時間 

4th class ライティング マンツーマン 

ランチタイム 

5th class パターン マンツーマン 

6th class 空き時間 

7th class ディスカッション マンツーマン 

8th class 空き時間 

9th class 空き時間 

※科目や時間割はレベルなどにより異なります。 

時間割の例 



Premium ESL 

フィリピン留学最多の9コマのマンツーマンクラス
を取れるコースになっています。その教科は8つの
組み合わせから自分で選ぶことが可能です。その
ため、自分の目的や弱点に合わせた授業を受ける
ことができます。短期集中で英語を伸ばしたい方
には最適のコースです。 
*詳細は別資料をご参照ください。 
*選択する教科により事前テストを行います。 

コース概要 

•  マンツーマンクラス = 9コマ 
•  グループクラス 　　= 0コマ 
•  オプションクラス　 = 最大3コマ 

•  合計レッスン時間数 = 9～12コマ 

カリキュラム内容 
•  短期集中で徹底的に自分を追い込みたい方 
•  ESL科目に加えてテスト対策、Business対
策もしたい方 

•  苦手な部分を強化したい方 

こんな方にオススメ 

1st class リーディング マンツーマン 

2nd class パターン マンツーマン 

3rd class ディスカッション マンツーマン 

4th class リーディング マンツーマン 

ランチタイム 

5th class パターン マンツーマン 

6th class リスニング マンツーマン 

7th class ディスカッション マンツーマン 

8th class パプリックスピーチ マンツーマン 

9th class リスニング マンツーマン 

※科目や時間割はレベルやご希望により異なります。 

時間割の例 



Survival ESL 

英語を初歩の初歩から始めたい方向けのコースに
なっています。特徴は2週間に一度土曜日に、担当
講師指導のもと実際に英語で買い物や注文を行う
課外活動を行うことです。実践的に英語を利用
し、使える英語を習得します。 
*渡航直後のレベル分けテストでレベル1になった学生のみ受講可
能です。レベル2以上の場合General ESLに組み込まれます。 

コース概要 

•  マンツーマンクラス = 4コマ 
•  グループクラス 　　= 2コマ 
•  オプションクラス　 = 最大3コマ 

•  合計レッスン時間数 = 6～9コマ 
•  課外活動          =  2回／４週 

カリキュラム内容 
•  実はアルファベットから不安という方 
•  英語は本当に苦手という方 
•  生きていくのに必要な英語を学びたい方 
•  生活で使える英語を身につけたい方 

こんな方にオススメ 

1st class 空き時間 

2nd class サバイバル グループ 

3rd class グラマー マンツーマン 

4th class リーディング（発音） マンツーマン 

ランチタイム 

5th class パターン マンツーマン 

6th class 空き時間 

7th class ボキャブラリー マンツーマン 

8th class サバイバル グループ 

9th class 空き時間 

※科目や時間割はレベルなどにより異なります。 

時間割の例 



Junior ESL 

お子様向けのコースとなっています。年齢やお子様
のレベルに応じて授業が行われるので、ご自分に
合った授業を受けることができます。また、長期
休みの時期には、他の国からのお子様も留学され
るため、外国からのお友達も作れます。 
*対象年齢：小学1年生～中学3年生 
*親御様の滞在のみの受け入れは行っておりません 

コース概要 

•  マンツーマンクラス = 5コマ 
•  グループクラス 　　= 2コマ 
•  オプションクラス　 = 最大3コマ 

•  合計レッスン時間数 = 7～10コマ 

カリキュラム内容 

時間割の例 

•  外国からのお友達を作りたい 
•  楽しく英語を学びたい 
•  インターナショナルスクールに通うことを
考えている 

こんな方にオススメ 

1st class リーディング マンツーマン 

2nd class パターン マンツーマン 

3rd class ディスカッション グループ 

4th class ライティング マンツーマン 

ランチタイム 

5th class ボキャブラリー マンツーマン 

6th class リスニング グループ 

7th class ディスカッション マンツーマン 

8th class 空き時間 

9th class 空き時間 

※科目や時間割はレベルなどにより異なります。 



Pre-TOEIC/IELTS 

TOEIC/IELTSの準備コースとなっています。ESL科
目とTOEIC/IELTS科目の組み合わせで授業が組ま
れます。TOEIC/IELTS科目は専門のトレーニング
を積んだ担当します。 
*渡航直後のレベル分けテストでレベル1-2になった学生のみ受講
可能です。レベル3以上の場合、TOEIC/IELTSコースに組み込ま
れます。 
*受講は最長で4週間です。5週目からはTOEIC/IELTSコースにな
ります。 

コース概要 

•  マンツーマンクラス = 5コマ 
•  グループクラス 　　= 2コマ 
•  オプションクラス　 = 最大3コマ 

•  合計レッスン時間数 = 7～10コマ 

カリキュラム内容 

時間割の例 

•  TOEIC/IELTSを受けたいが何からやればい
いかわからない方 

•  TOEIC/IELTSの学習をこれから始める方 

こんな方にオススメ 

※グループリスニングは2コマ続けて行います。 
※科目や時間割はレベルなどにより異なります。 

1st class グラマー(TOEIC) マンツーマン 

2nd class ディスカッション(ESL) マンツーマン 

3rd class リーディング(TOEIC) マンツーマン 

4th class 空き時間 

ランチタイム 

5th class リーディング(ESL) マンツーマン 

6th class リスニング(ESL) グループ 

7th class リスニング(ESL) グループ 

8th class ボキャブラリ(TOEIC) マンツーマン 

9th class 空き時間 



TOEIC/IELTS 

TOEIC/IELTSの得点アップを目的にしたコースで
す。専門のトレーニングを積んだ講師から効果的
な得点アップの方法を学ぶことができます。実践さ
ながらの模擬テストも行うので本番を意識して学
習に挑めます。 
*事前にSkype、LINEでのインタビューテストが必須となりま
す。（再入学者、スコア保持者を除く） 

コース概要 

•  マンツーマンクラス = 5コマ 
•  グループクラス 　　= 2コマ 
•  オプションクラス　 = 最大3コマ 

•  合計レッスン時間数 = 7～10コマ 

カリキュラム内容 

時間割の例 

•  TOEIC/IELTSの得点をあげたい方 
•  英語の伸びを数値にしたい方 
•  日本でTOEIC/IELTSの勉強をしているが伸
び悩んでいる方 

こんな方にオススメ 

1st class グラマー(TOEIC) マンツーマン 

2nd class ボキャブラリ(TOEIC) マンツーマン 

3rd class リスニング(TOEIC) マンツーマン 

4th class 空き時間 

ランチタイム 

5th class リスニング(TOEIC) グループ 

6th class リスニング(TOEIC) グループ 

7th class 選択科目(ESL) マンツーマン 

8th class リーディング(TOEIC) マンツーマン 

9th class 空き時間 
※グループリスニングは2コマ続けて行います。 
※科目や時間割はレベルなどにより異なります。 



IELTS Guarantee  

8週間でIELTSスコアのアップを保証するコースで
す。姉妹校PINESでIELTSを教えてきた経験豊富な
講師と得点アップだけに特化したカリキュラムで
スコアアップを目指します。毎週模擬テストを行う
ので常に本番を意識して学習できます。 
*スコア保持者、当校実施の模擬テストで条件をみたしたものの
み受講可能 
*8週完結で入学指定日は4週間に一度のみ 
*詳細は別資料をご確認ください 

コース概要 

•  マンツーマンクラス = 3コマ 
•  グループクラス 　　= 4コマ 
•  セルフミッション　 = 3コマ 
•  バディープログラム = 2コマ 

•  合計レッスン時間数 = 7～10コマ 

カリキュラム内容 

時間割の例 

•  IELTSスコアを絶対にあげたい方 
•  ８週間本気で勉強したい方 

こんな方にオススメ 

※グループリスニングは2コマ続けて行います。 
※科目や時間割はレベルなどにより異なります。 

1st class リスニング(IELTS) グループ 

2nd class スピーキング(IELTS) マンツーマン 

3rd class ライティング(IELTS) グループ 

4th class リスニング(IELTS) グループ 

ランチタイム 

5th class スピーキング(IELTS) マンツーマン 

6th class リーディング(IELTS) グループ 

7th class ライティング(IELTS) マンツーマン 

リスニング(IELTS) セルフミッション 

ボキャブラリー(IELTS) セルフミッション 

リスニング(IELTS) セルフミッション 

グラマー(IELTS) バディープログラム 

ライティング(IELTS) バディープログラム 

※科目や時間割はレベルなどにより異なります。 



Business 

ビジネスシーンを想定した英語が必要な方向けの
コースになっています。面接対策、メールの書き
方、資料の読み方、プレゼンテーションの進め方 
Business向けの表現を学びます。教科書は 
Business向けの特別教科書を利用します。 
*事前にSkype、LINEでのインタビューテストが必須となりま
す。（再入学者、スコア保持者を除く） 
*プレゼンテーションを行うためPC持参必須です。 

コース概要 

•  マンツーマンクラス = 5コマ 
•  グループクラス 　　= 2コマ 
•  オプションクラス　 = 最大3コマ 

•  合計レッスン時間数 = 7～10コマ 

カリキュラム内容 

時間割の例 

•  ワーキングホリデーに行くことを考えてい
る方 

•  英語が必要な仕事に就く予定がある方 
•  海外転職を考えている方 

こんな方にオススメ 

※科目や時間割はレベルなどにより異なります。 

1st class ビジネスディスカッション マンツーマン 

2nd class CNN リーディング マンツーマン 

3rd class ビジネスライティング マンツーマン 

4th class 空き時間 

ランチタイム 

5th class プレゼンテーション グループ 

6th class CNN リスニング グループ 

7th class ディスカッション(ESL) マンツーマン 

8th class ビジネスパターン マンツーマン 

9th class 空き時間 



よくある質問と回答 

A1. 
  

Q1. 途中でのコース変更はできますか Q1. 途中でのコース変更はできますか 

Q1. 途中でのコース変更はできますか Q2. 授業を受ける時間帯を選べますか？ 

Q1. 途中でのコース変更はできますか Q3. 講師の変更・指定はできますか？ 

２週間ごとであれば可能です。ただし、コースによっ
ては定員があるため、変更できない可能性もあります。 

A2. 
  
授業を受ける時間と空き時間を指定することはできま
せん。時間割はタームの始めの月曜日に発表されます。 

A3. 
 
  

講師の変更はマネージャーと相談の上必要と判断され
た場合変更可能です。ただし講師の指定はできません。 
講師は4週に一度必ず変更となります。 

Q1. 途中でのコース変更はできますか Q4. 教科書の変更はできますか？ 

A4. 
 
  

応相談です。ただし与えられたレベルより上の教科書
は使えません。またESL、Business、テストなど異な
るモジュールの教科書の使用もできません。  

Q1. 途中でのコース変更はできますか Q5. 授業を休むとどうなりますか？ 

 
A.5 
 
  

授業を休んだら休んだ時間分だけ、その週中にアカデ
ミー指定の場所と時間にセルフスタディが必要です。 

Q1. 途中でのコース変更はできますか Q6. 休講日に追加で授業を受けれますか？ 

A6. 
 
  

休講日の追加授業は有料で行っております。申請はア
カデミーオフィスにて可能です。なお、講師の都合な
どにより行えない場合もあります。 

Q1. 途中でのコース変更はできますか Q7. オプションクラスはどうしたら取れますか？ 

A7. 
  
オプションクラスの申請は渡航後にアカデミーで行い
ます。渡航後のオリエンテーションで説明致します。 


