学校紹介
学校名
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学校資本

アメリカ合衆国

所在地

資 格

フィリピン教育省 ＴＥＳＤＡ認定校＇ＳＳＰ認定校（

フィリピン セブ マクタン島 ビーチサイド

定 員

１３０名 ＇日本人の割合 ３０％（

設 備

学校設備

教室、ＰＣ室、食堂、売店、学生ラウンジ、ビリヤード台、ランドリーショップ、プール＇ミニ（

宿

1 人部屋、二人部屋、４人部屋 ＇ホットシャワー、トイレ（、ケーブルテレビ、エアコン、クローゼット、

舎

勉強デスク、冷蔵庫、内線電話等を完備
入校日

毎週日曜日 授業開始 翌月曜日＇祭日の場合は翌日（

コース

４週間コース＇２８週（、 １週間コースから参加できます。

退校日

土曜日

長期学習＇半年単位（も可能です。

一般英語 (対象年齢:17 歳以上)

概要
日常会話で必要な全てのスキルの向上を目的とし、デザインされたコースです。生徒は、スピーキング、読解力、リーディング、ライ
ティング、発音、文法を総合的に学びます。

コースの詳細
General English(GE)では、初級者から上級者まで、4 つのレベルに分かれており、英語会話に必要な一般的なスキルをバランス
良く学べるように工夫されています。このコースを受講することで、様々な場面での英会話に自信が付くようになります。生徒は入
学時にレベルチェックテストを受けていただきます。
Cleverlearn のカリキュラムは、文章構成・スピーキングの練習、会話、リーディングとライティングを総合的に学び、英語での会話
に必要な全てのスキルを向上できるようになっています。また、社会や文化の事が学べる様々なジャンルの情報が得られるように
ビデオやコンピュータも用意しています。1:1 クラス、1:4 クラス、1:8 クラスがそれぞれ 2 時間ずつ、1 日合計 6 時間の授業。
1:1 クラスでは発音やライティングを中心に、1:4 や 1:8 のグループクラスでは、リスニングとスピーキングを中心に学びます。教室
内での学習に加え学習ツアーやゲーム、スポーツなどのアクティビティも行い、英語力向上の手助けとなっています。

ハイライト

国際的な教育の言葉として、英語を学習します
仕事や、旅行、社会で必要な英語を学びます
流暢にまた正確に話せるようになり、英語を使うことに対する自信が構築されます
日常会話、職場、また社会のあらゆる場面で使用する語彙力が身に付きます

コースレベル
General English Program (GEP) は、4 つのレベルで構成されます。生徒がどのコースからスタートするかは、会話および筆記の
テストの評価結果によって決定されます。レベルチェックテストは、入学された初日に行なわれます。

Intensive English
＇一般英語受講前段階者対象（

1:1 クラス 2 時間 ローカル講師
1:1 クラス 2 時間 ローカル講師
1:1 クラス 1 時間 ローカル講師

General English
＇一般英語（

1:1 クラス 2 時間 ローカル講師
1:4 クラス 2 時間 ローカル講師
1:8 クラス 2 時間 ネイティブスピーカー

Advanced English
＇専門コース向け（

1:1 クラス 4 時間選択コース＇TOEIC/TOEFL/IELTS/ビジネス英語など（ ローカル講師
1:8 クラス 2 時間 ネイティブスピーカー

General English Junior
＇ジュニア向けコース（

1:1 クラス 2 時間 ローカル講師
1:4 クラス 2 時間 ローカル講師
1:4 クラス 2 時間 ネイティブスピーカー

General English Semi-intensive
（5～7 歳、両親や付添いの方向け）

1:1 クラス 2 時間 ローカル講師

クラススケジュール
午前

8:00am - 9:50am
10:00 am -11:50am

午後

12:40pm - 2:30pm
2:40pm - 4:30pm

水曜はランゲージアクティビティがあるので授業は短縮されます

ランゲージアクティビティ
このアクティビティでは、授業で学習した英語を使う機会を提供します。
毎週、英語に関わるアクティビティを室内、屋外で開催します。このア
クティビティ以外にも、生徒はスピーチクラブ、映画鑑賞クラブ、読書ク
ラブ、ディベートクラブ等に参加することが出来ます。これらを通じ、担
当者、先生、クラスメイト達との交流も一層深まります。

General English Junior

ジュニアー向け一般英語＇(対象年齢は: Clever Kids が 8～12 歳、Clever Teens が 13～16 歳です。)

コースの特徴
一日 6 時間のクラスがあり、ボキャブラリーの蓄積、読解力、論理的思考、ライティング＆文法、リスニング理解、正しい発音、明瞭な発音と
流暢な会話力に重点を置いています。
両親や付添いの方を、定期的にミーティングを行ないます。
英語学習に有益だと証明されている「英語のみの環境に身を置くこと」＇ESL/EFL のコースで学ぶこと（のコンセプトに基づき、このコースでは
3 人の異なる先生がクラスを行ないます。
1:4 クラス ネイティブスピーカー
1:1 クラス フィリピン人講師
1:4 クラス フィリピン人講師

英語学習ツアー
先生により企画される英語学習ツアーがあります。生徒は、英語を練習するチャンスや成長させるチャンスを与えられるだけではなく、学ぶ
事に対する楽しみを見出すことが出来ます。
Intensive General English Course ＇集中一般英語（(対象年齢:5 歳以上)

概要
Intensive English コースは、コミュニケーションに必要な 4 つのスキル＇リスニング・スピーキング・リーディング・ライティング（をカバーしてい
ます。発音やボキャブラリーも会話を通して学びます。また英語初級者向けに General English コースへの準備コースとしても受講して頂け
ます。

コースの詳細
Intensive English は、General English Program(GEP)内の新しく出来たコースです。マンツーマンクラスで集中的に英語を学習
したい方や、グループクラスにまだ不安を感じる英語初心者の方向けの、General English(GE)準備コースとなります。Intensive
English で英語の基礎を築いた後に General English(GE)へ進むことで、グループクラスでの会話がスムーズに行なえるようになり
ます。このコースでは、1:1 クラスを 1 日 5 時間、1 週間で 25 時間の授業があります。2 人の異なる先生が、3 時間、2 時間の授業
を受け持ちます。コース終了時には、特にスピーキングの力が向上します。通常のスピードでの英会話が理解できるようになります。
また、4 週間に一度実施されるテストで、自身の成長を確認することが出来ます

ハイライト

全て 1:1 の個別レッスンです
英語漬けの環境、また幅広い分野を学べる、初心者向きのコースです
生徒のリクエストに合わせ、個々でのアレンジが可能です
会話を通じ、スピーキングの練習、また使用頻度の高い表現方法が学べます

General English for Semi-intensive Course＇準集中一般英語（
(対象年齢:5～7 歳、両親や付添いの方)

コースの詳細
General English Semi- Intensive コースは、General English Junior コースに入学されたお子様の両親または付き添いの方を対
象にデザインされたコースです。また、General English Junior コース入学前のお子様向けでもあります。心理学者によると、学習
開始時期は、早ければ早いほど良いと言われています。例え遊んでいるだけだとしても、そこから学んだことは思春期の頃まで心
に残っているそうです。
このコースでは主に、ボキャブラリーの構築、会話力の向上、読解力の向上を目指します。 1 日 2 時間の 1:1 クラスになるので、自
由時間がたくさんあります。保護者や付き添いの方であればお子様の様子を見たり、お子様であれば遊びやゲーム等楽しむ時間
に使うことができます。また、クラスをオプションとして追加することも可能です。
Advanced General English ＇上級英語コース（
対象年齢:17 歳以上

概要
キャリアのステップアップに必要なコンセプトを紹介することをねらいとした、海外で教育を受ける予定の方や就職を予定されている
方向けのコースです。Advance English コースは、既に上級レベルの方を対象にデザインされています。

コースの詳細

Advanced English は、General English Program(GEP)内の新しく出来た上級者向けコースです。インターナショナル学習に必要
な知識を取得することを目的としています。 4 時間の選択クラス(1:1)があるので、海外への大学留学、海外での就職、また TOEIC、
IELTS、TOEFL など特定の目的のある方に効果のあるコースです。会話の流暢さ、正確さに重点を置き、生徒の高レベルな思考
スキルが身に付きます。また、プレゼンテーションやディスカッション向けの高レベルな会話力も取得できます。
コース終了時には、就職や進学に向けてのテストでより良いスコアを得ることが出来るようになります。
4 時間の選択クラス＇1:1（の他に、ネイティブスピーカによる 2 時間の一般英語クラス＇1:8 グループクラス（もあります。
Exam English Course
(対象年齢:17 歳以上)

概要
キャリアのステップアップに必要なコンセプトを紹介することをねらいとした、海外で教育を受ける予定の方や就職を予定されている
方向けのコースです。Advance English コースは、既に上級レベルの方を対象にデザインされています。

コースの詳細

Advanced English は、General English Program(GEP)内の新しく出来た上級者向けコースです。インターナショナル学習に必要
な知識を取得することを目的としています。 4 時間の選択クラス(1:1)があるので、海外への大学留学、海外での就職、また TOEIC、
IELTS、TOEFL など特定の目的のある方に効果のあるコースです。会話の流暢さ、正確さに重点を置き、生徒の高レベルな思考
スキルが身に付きます。また、プレゼンテーションやディスカッション向けの高レベルな会話力も取得できます。
コース終了時には、就職や進学に向けてのテストでより良いスコアを得ることが出来るようになります。
4 時間の選択クラス＇1:1（の他に、ネイティブスピーカによる 2 時間の一般英語クラス＇1:8 グループクラス（もあります。

